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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、３番植村議員、８番獅畑議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ これより一般質問

を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、子育て環境について、２、介護

事業について、３、商店街振興とまちの活性化につ

いて、４、防災について、議席番号１番、木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 通告に沿って質問

をしていきたいと思います。 

 大綱の１、子育て環境について、①、保育所の現

状についてお聞きします。「保育園落ちた日本死

ね」、辛辣なこういう１つの投稿が大きく波紋を広

げ、安倍政権も待機児の解消に動かざるを得ない状

況となりました。待機児は昨年４月時点で全国で２

万3,167人と発表されてきましたが、一時的に無認可

施設や育児ママさんに預けられたり、親が育休を延

長したり、さらには仕事をやめざるを得なくなった

方、そういった方のお子さんはその数には入ってい

ません。こういった隠れ待機児も含めるとその数は

８万3,375人と実に発表の3.6倍に上ることが国会で

明らかにされました。赤平市は待機児ゼロと言われ

ておりますが、果たして本当にゼロなのでしょうか。

また、こういった事実とあわせて認可保育所が足り

ない、保育士の労働条件が悪いため、保育士が不足

している、こう指摘されているにもかかわらず、や

っと動いた安倍政権は緊急という名のもとに保育施

設の受け入れ基準を緩め、いわゆる詰め込みで乗り

切ろうとしています。認可外をふやしたり、保育士

１人が受け持つ乳幼児の数を引き上げるなど保育の

質の低下が懸念される内容です。保護者の不安は、

一層深刻なものとなっています。また、保育士給与

は月5,000円の賃上げなどで果たして改善できるの

でしょうか。自治体によっては子供の安全や成長、

発達を保証するために国の基準に上乗せをして、独

自で行っているところも少なくありません。赤平市

の保育の現状はどうなっているのかお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 保育所の現状につ

いてお答えいたします。 

 赤平市には文京保育所と若葉保育所の２カ所の公

立保育所があり、定員は合計で120人で、６月１日現

在、111人の子供が入所しております。各保育所に入

所している子供の数等については、文京保育所では

定員75人に対して87人が入所しており、一方若葉保

育所では定員45人に対して24人が入所しておりま

す。このように文京保育所は定員を超えているため、

保育所の広さの関係から、これ以上の子供を受け入

れることは困難であり、保護者の了解を得て、文京

保育所への入所を希望していながら、若葉保育所へ

入所している子供が１名いますが、市内全体では待

機児童はいない状況でございます。 

 次に、子供の数に対する保育士の数についてでご

ざいますが、両保育所合わせて、保育業務に携わる

職員は28名おり、そのうち正職員は８名、臨時職員

は20名となっています。また、保育士または幼稚園

教諭の資格保有者は26名であります。子供の年齢ご

との人数に対する保育士の国の基準は、ゼロ歳児は
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子供３人に対して保育士１人、４歳児は子供30に対

して保育士１人など、それぞれ年齢により定められ

ており、市内の２カ所の保育所ではこの基準を下回

らないように職員の勤務時間を工夫しながら対応し

ております。保育所は子供の健やかな成長をお手伝

いするとともに、命を預かる場であることから、こ

れからも保育の質を低下させることなく運営してま

いりたいと考えておりますので、ご理解いただきま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 全体で待機児はい

ないということと資格保有職員が28名中26名という

ことも確認ができました。おおむねよい状況だと言

えると思いますが、最後に言及がありましたように、

やはり命を預かる場であるから、保育の質を下げな

いということが大事だと思います。しかし、文京保

育所では若干定員を超えているという答弁もありま

した。以前委員会で保育士の募集をかけたが、採用

に至らなかったという報告を受けました。現在の保

育士の方々の負担、どのようになっているのか、私

市内２カ所の保育所に行って、聞いてきました。特

に文京保育所、やはり定員オーバーによる保育士の

負担、大きいと感じました。答弁にも工夫しながら

やっているとありましたが、職員数、これについて

ですけれども、文京保育所では正職員は５名、臨時

が13名、補助１人、また若葉保育所のほうでも正職

員が３名、臨時職員が５名の補助１人と有資格者が

ほとんどではありますが、臨時職員に頼っていると

いうところが大きいと感じました。ここは、入所児

の安全、保護者の安心、こういったことは言うまで

もなく、保育士の負担軽減というのもぜひしっかり

と対応をしていただいて、安心して子供を預け、働

ける環境、こういったものをつくっていただきたい

と思います。 

 次の質問に移ります。②、子育て支援策について

お聞きします。現在赤平市では高校生までの医療費

無料化や保育料を国の基準から50％減額するなど昨

年度から本年度にかけて支援策の拡充をしておりま

す。保育料の50％減額は、特に大変助かるといった

声も聞いています。あらゆる施策を講じて働く世代、

子育て世代を呼び込むということは、今後の赤平市

にとって重要な課題です。果たして今の政策だけで

人口減少に歯どめをかけ、子供たちがふえていくと

お考えでしょうか。また、先ほど保育所の定員につ

いても触れましたが、今後入所児がふえた場合、現

在の環境では規制緩和路線に進む可能性もありま

す。その見通しと対応についてお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 子育て支援策につ

いてお答えいたします。 

 子育てしやすい環境づくりを進め、若者に移住、

定住していただくことは、将来のまちづくりを進め

る上で大変重要なことと考えております。本市では、

平成27年度に施行いたしました赤平市子ども・子育

て支援計画に基づき、昨年度から保育料の50％軽減、

２歳未満児の紙おむつ処分用ごみ袋の交付、児童発

達支援事業等の自己負担無料化などの新規事業を開

始いたしました。さらに、今年度は赤平市しごと・

ひと・まち創生総合戦略の方針により、高校生以下

の医療費無料化、ひとり親家庭に対する各種助成、

高校通学費等助成などの施策を４月から実施したほ

か、子育て住宅の建設についても進めていくことと

しており、これからもさまざまな施策を講じながら

子育て環境の充実に努めてまいります。 

 また、今後保育士の国の配置基準が変更となった

場合の対応についてでございますが、一部報道では

保育士１人当たりの対応可能な子供の数をふやす動

きがあると伝えられておりますが、今後の国の動向

を見きわめながら配置基準の変更が正式に示された

時点で子供たちの健全な保育に支障が出ないよう検

討してまいりたいと考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 国の動向を見きわ

めながら配置基準の変更が出たときに検討するとあ

りました。しかし、そこが本当に問題なのです。法
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律の改定、これについては北海道では高橋知事も国

の方針に沿っていくという認識を示していると、こ

ういう報道が出ておりました。子供にとってのこの

安全基準自体が下げられてしまうという懸念が絶え

ません。全国では、昨年１年間で保育の施設などで

は14名の子供が亡くなっております。ほとんどがう

つ伏せ寝による事故となっています。保育施設にお

いてはこの中で12名、圧倒的に認可外が多いわけで

すけれども、認可外では10名、残念なことに認可保

育施設でも２名のお子さんが亡くなっています。こ

のことは、保育の質、それがいかに大切かというこ

とを示していると思います。このような痛ましい事

故が起こらないように赤平市ではしっかりと上乗せ

した基準、こういったものをつくっていただいて、

子供の命を守っていっていただきたい、こう思いま

す。 

 次の質問に移ります。③、認定こども園について

お聞きします。菊島市長は、就任来幼保連携型認定

こども園の早期設置を目指すと言及されてきまし

た。ことしはしごと・ひと・まち創生総合戦略が始

まり、市政執行方針ではこれについて言及がありま

せんでしたが、このこども園、これは保育料無料化

とセットであったと思います。たびたび質問でも取

り上げられておりましたが、小学校が統合された後

に行う、こう答弁されています。そうすると、これ

は任期中に実現できるのかという疑問が当たり前の

ように出てくるのではないでしょうか。ことしも含

めて市長の任期は３年です。公共施設を建てる場合、

基本計画や実施設計などを考えますと、３年はかか

ります。現実的にこのこども園は任期中にはできな

い。そうであれば、保育料の無料化もやらないので

しょうか。お考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 認定こども園につ

いてお答えいたします。 

 幼稚園と保育所を統合した幼保連携型認定こども

園については、子供集団の小規模化を回避すること

を目的に設置することが望ましいと考えており、こ

とし４月に策定した赤平市公共施設等総合管理計画

では、現在ある３小学校を統合した後の赤間小学校

の校舎を認定こども園として活用すると方針を定め

たところであります。また、保育料につきましては、

年間収入が一定額以下の多子世帯とひとり親世帯を

対象に国の基準が今年度中に軽減となる見込みであ

り、これに伴い当市の保育所を利用する世帯の方の

保育料が軽減されると予想されることから、保護者

の費用負担は減るものと期待しているところでござ

います。保育料の無料化につきましては、現在２カ

所ある保育所と１カ所ある幼稚園を認定こども園へ

移行することにより、効率化された財源をもとに実

施を検討するものであり、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 効率化した財源を

ということで、まず保育料については国の方針で軽

減策があるかもしれないと期待するということ、ま

たこども園は現在ある３小学校を統合した後に赤間

小学校の校舎を認定こども園として活用していく方

針ということを答弁されました。 

 まず、１点目ですけれども、国の軽減策について

なのですが、安倍首相は今回消費税の増税の先送り

を決めました。それによって社会保障の財源確保が

困難になっていると、全てはできないというような

ことを言及していると思います。したがって、本当

にこれ期待ができるものなのかというのはちょっと

疑問だと思います。 

 ２点目に公共施設の計画において、確かに今のご

答弁のように記載されていると思いますが、当初の

予定ではあくまで赤間小学校と豊里小学校の統合

で、茂尻小学校は存続であったと思います。現に公

共施設等総合管理計画には、小学校については今後

も複式学級が懸念される状況のため、統合中学校周

辺地域内に３校を統合した小学校の建設も視野に入

れて検討しと前置きがあります。つまり先ほど赤間

小学校のほうで定めたと答弁ありましたけれども、

実際はこれまだ決まっていないという状況だと思い
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ます。そこで、この状況においてもこども園と保育

料、これはやはり財源はそこでつくって、セットで

行っていく。つまりこども園ができないと保育料の

無料化はしないという姿勢は変わらないのでしょう

か。こども園の設置時期は逆にこれ明確にできるの

かお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 認定こども園の設

置時期でございますが、小学校が統合された後とな

ることから、今後３年以内での開設は非常に厳しい

状況であると認識しておりますが、認定こども園の

開設時期及び保育料の無料化の時期につきましては

明確にしていきたいと存じますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 やはりちょっと厳

しい状況だということと明確にはしていきたいとい

うこと答弁いただきました。私は、このことはそれ

ぞれ分けてできるのではないかと、できる、できな

いとそれぞれ答えを出していくことが求められると

思います。このことは、市長の公約でもあったと思

います。私市長の公約のほう改めて見させていただ

きましたが、ある程度行われているものあります。

ただ、ほとんどが計画として進めているもの、ある

いは進めなければいけなかったもののように感じて

おります。独自で打ち出されているものはこども園、

また保育料の無料化、そのほかに生きがい農園、ま

ちづくり市民会議などがありますが、これは全て果

たしてできるのかどうか。今すぐここで答えは出せ

ないとは思います。しかし、先日住民懇談会で伊藤

副市長、こう述べられていました。菊島市長は、職

員に対してできる、できない、期限を切って答える

よう指示をしている。市民の方からの質問に対して

のお答えでしたけれども、まさに市長みずからが市

長公約についてこうあってほしいと私は思います。

公約は市民の方々とのお約束です。期待している市

民の方々にできるだけ早い段階で答えを出していっ

てほしい、こう思います。そして、何より子育て支

援については優先して財源を充てていただきたい、

そう申し上げまして、大綱の１の質問を終わります。 

 続きまして、大綱の２、介護事業について。現在

の介護の現状についてお聞きします。一昨年の医療

介護総合法案の改定により、要支援１、２の方の訪

問介護、デイサービスが保険対象から外されました。

このことによる総合事業への移行は2017年３月まで

猶予期間があり、赤平市は段階的に同年４月に完全

移行の計画になっています。昨年この６月議会で特

養ホームの入所条件から要介護１、２の方が外され

たことにより、入所待機者は100名から60名になった

と確認をしました。しかし、入所基準から外された

というだけで入所待機者数が少なくなりますが、介

護度が下がっているわけではなく、在宅介護などの

家族の負担は改善されていない、そういうことはそ

のときにも指摘をいたしました。介護離職、老老介

護、これは大変深刻な問題であるにもかかわらず、

安倍政権下では医療、介護といった分野の費用は削

減が続けられています。自治体で、あるいは家族で

できるだけ在宅で、こういった方針が推し進められ

ており、要介護１、２の方の行き場探しが困難にな

っています。その後の赤平市の待機者の推移はどう

なっているのでしょうか。また、同じく民間の施設

において介護報酬の引き下げによる影響はどうかと

質問をしましたが、報酬額が２カ月後に決まるとの

ことで、その後に聞き取りをすると答弁をされてい

ました。民間の介護事業所も介護報酬が下がり、働

き手が確保できないなど、経営に大変苦慮されてい

ると思います。介護施設や利用者の状況にも変化が

出てきていると考えられますが、赤平市の介護の現

状についてお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 現在の介護の

現状につきましてお答えをいたします。 

 介護保険制度の改正によりまして、平成29年４月

以降の介護認定審査会で要支援１、２と認定された

方々を市町村が実施主体となる新しい介護予防・日

常生活支援総合事業であります総合事業に移行さ
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せ、その中でヘルパー派遣事業の訪問介護とデイサ

ービスの利用であります通所介護を現在の介護予防

給付から切り離すこととしております。現在の要支

援１、２の方で訪問介護は53名、通所介護では29名、

両方を６名の方がそれぞれ利用されており、その方

々におきましては、今後介護度が変更になることも

ございますが、新しい総合事業への移行の対象にな

る見込みとなっております。特別養護老人ホームに

つきましても、入所基準が見直され、原則介護度の

重い要介護３以上に引き上げられたことによりまし

て、制度改正前には市内の２施設において重複申し

込みを精査した中で100名を超える入所申し込みが

ありましたが、現在では新たな申込者も含め70名ほ

どになっており、以前の申込者のうち50名以上の方

々が入所対象外になったものと思われ、それらの方

々におきましても在宅生活を送られている中では家

族の介護負担も重いものになっているものと思われ

ます。特に独居及び高齢者のみ世帯の方は在宅生活

に不安を抱えられている場合もありますので、在宅

生活を続けていくための訪問介護サービスの充実と

サービスつき高齢者向け住宅や有料老人ホーム、軽

費老人ホームなど、住まいや特養以外の施設の整備

も必要と思っております。 

 平成27年度の介護報酬単価の改定では、全体で

2.27％のマイナス改定が行われました影響により、

約７割の事業所が減収となり、事業を廃止する事業

所や事業所運営の先行きに不安を抱く事業所がふえ

ております。市内の事業所におきましても新たな経

費節減に取り組んだり、設備投資を見送ったなどの

お話を伺っており、また介護職の人材の確保のため

に給与の改善に取り組みたくても十分に行えないな

ど、施設の運営上の影響も大きく、人材を確保でき

ないため一部の事業を廃止した事業所も出てきてお

り、利用者が市外を含む他の事業所に変更せざるを

得ないといった影響が出ております。今後高齢化が

ますます進むことにより介護サービスを利用する高

齢者が増加していくことが見込まれている中で、事

業所の廃止、縮小は介護難民や介護離職を生む大き

な要因になりかねないことから、国には次期報酬改

定時に十分配慮した改定を行っていただきたいと思

っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 大変詳しく答弁し

ていただいたと思います。待機者60名から実際は70

名と入れかわってはいるけれども、ふえているとい

うこと、また家族の負担が増している、独居の方は

不安が大きい、７割の事業所が減収だというような

こともありました。こう内容を聞きますと、やはり

一昨年医療介護総合法、これは改悪であったと言わ

なければならないと思います。赤平市は、他市町村

と比べてもこの猶予期間を使ってしっかりと対象者

の調査、あるいはこういったことをやりながら段階

を経て対策を講じていると思います。しかし、利用

者も家族も、今おっしゃったように、困っている。

実際入所待機者、減らない。介護事業所も先行きが

不安だと。こういったことが実態ではないでしょう

か。このような状況にあって、安倍首相の言う介護

離職ゼロなどとても実現できるわけがないと思いま

す。答弁の最後のほうにありましたけれども、次期

改定に向けて期待したいと、こういうことにやはり

なっていくのですけれども、今の安倍政権、経済最

優先といって地方を置き去りにしています。しかし、

市町村はできないといって利用者の方々に不便を強

いるわけにはいかないのです。市民の方々を守って

いかなければいけない。ですから、しっかりこうい

ったことは市長会や広域連携、そういった場におい

て強く要求をしていっていただきたいと、こう思い

ます。 

 次の質問に移ります。②の総合支援事業について

お聞きします。入所待機条件から外されたというだ

けで行き場がなく、困っている要介護１、２の方々

に対して、安倍政権はさらに負担増を検討している

ということが明らかになりました。要介護認定を受

けている方の過半数を占める要介護１、２の方は、

全国で229万人とされています。この方々を軽度者と
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して訪問介護などの保険給付から外そうとするもの

です。財務省の財政制度等審議会でも掃除や洗濯と

いった生活援助利用、これが軽度者に多いというこ

とを繰り返し問題視し、原則自己負担、そういうふ

うにしようという動きが出ております。これが実施

されれば、利用者の負担は10倍にふえます。この生

活援助サービスというものは、日常生活を支えてい

るだけではなくて、ケアプランに基づき買い物や薬

の受け取りなど、専門家が利用者の状態の変化に気

づき、早期対応を可能にしています。つまり利用者

の重症化を未然に防ぐ、そういった重要な役割を持

っています。最初に言ったように、赤平市では2017

年４月からの総合事業への完全移行に向けて準備が

進められていますが、現在の進行状況、どのように

なっているでしょうか。また、今言ったように、要

介護１、２の方もその対象に合わさってくれば、利

用者の方、さらにふえてきます。現実的に利用者の

方々が困らないように対応をしていけるのでしょう

か。その見通しも含めてお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 総合支援事業

につきましてお答えをいたします。 

 国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据

え、市町村に対し医療、介護、予防、住まい、生活

支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築への取り組みを求めており、その中で現在介護

保険から予防給付事業として行われています訪問介

護並びに通所介護につきましては、市町村が実施主

体となる新しい介護予防・日常生活支援総合事業に

全市町村が平成29年３月までに移行し、４月から実

施することとされています。また、既存の事業所に

よる介護予防サービスのほかにＮＰＯや地域住民に

よるボランティアを活用し、地域による支え合いの

体制づくりを想定し、多様な主体による地域に合っ

た介護予防サービスの提供を求めていますが、市内

にはそういった活動組織がないため、組織づくりか

ら取り組む必要があったため、社会福祉協議会に生

活支援コーディネーター、地域支え合い推進員とい

いますが、その事業を委託し、地域の高齢者支援の

ボランティアとなっていただくエリアサポーター養

成講座を開催しているところであり、当初見込みを

大幅に上回る80名以上の市民の参加があり、熱心に

受講をしていただいているところです。今後はより

多くの参加者にエリアサポーターに就任していただ

き、高齢者の見守りや声かけなどによる高齢者支援

の担い手で活躍していただくことを願っているとこ

ろであります。なお、この事業による高齢者支援に

つきましては、平成30年４月までのスタートを目指

し、準備を進めているところです。いずれにしまし

ても、担当の介護支援専門員、いわゆるケアマネが

利用者と十分に相談した中でニーズに合ったサービ

スプランを提供し、サービス利用に結びつけること

が重要でありますし、新たな選択肢としてエリアサ

ポーター等のボランティアによる見守りや声かけ、

地域サロンの開催などの支援も受けられる体制づく

りを進めてまいりたいと思っております。高齢者に

ありましては、訪問介護並びに通所介護の介護予防

サービスを利用することにより介護度が重くなるの

をおくらせる効果や日ごろからの心身の状態の把握

から疾病の早期発見にもつながることもあり、それ

らにより施設入所に頼ることなく住みなれた地域で

自立した生活を継続していくことを可能とする効果

もあると思いますので、それらの支援を引き続き行

っていくとともに、介護を必要としない元気な高齢

者を育むために日ごろから介護予防の運動教室や生

活習慣病の予防などの健康教育につきましても引き

続き取り組んでいくことも重要と認識をしておりま

す。 

 国は、新たな総合事業の移行後にはその財源は100

％確保していくとしていますが、費用負担の増加に

伴いその財源が減らされることにならないのか、ま

た個々人の保険料の負担の増加につながっていかな

いかの不安もありますので、国にはしっかり財源を

確保していただきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 
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〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 まず、組織がない

ために組織づくりからしているということですけれ

ども、社協のほうに生活支援コーディネーター、ま

た市民にはエリアサポーター、こういったことをお

願いし、組織づくりが進んでいるということがわか

りました。確かにこのボランティア養成のほうは進

んでいると思いますけれども、一方この専門員、い

わゆるケアマネジャーの現状なのですけれども、現

在何名いて、最大で１人当たりどのぐらいの受け持

ちができるのか、基準のほうというのはどのぐらい

になっているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） ケアプランを

作成するケアマネにつきましては、在宅系のサービ

スを取り扱います居宅介護支援事業所というもので

ございますけれども、その事業所は市内に２カ所ご

ざいます。その中で合わせまして７名の方々がケア

マネとして従事しているような状況があります。 

 また、ケアマネ１人でどのぐらいの人数が受け持

ち可能かということでございますが、介護施設系の

サービス、いわゆる特養だとか、そういった場合に

ついて受け持ち可能な人数制限というのはございま

せんが、先ほど言った居宅介護支援事業所、在宅系

のサービスの場合はケアマネ１名につきまして、要

介護１以上の方の介護プランの場合は35人まで受け

持ちが可能です。ただし、要支援１、２、軽度の方

についてはそのカウントを0.5人で計算しますので、

実質要支援１、２の場合は70名までということの受

け持ちになりますけれども、実際に70名だとか、あ

るいは35名という数字が果たしてそれだけ多くの人

数を持つことがきちっとしたプランにつながるか、

またケアマネさんの負担というのが非常に重くなり

ますので、やはりある程度の人数等は十分確保した

中で事業所の運営は進めていただきたいと、そのよ

うに思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 要介護１以上で35

人、要支援では倍の70人ということです。本当とて

も一人ではこなせないような数と思います、私も。

先ほども言いましたが、この専門員の役割というの

は大変重要になっております。また、ボランティア

の方々、今多数参加してもらっていると思いますけ

れども、果たしてその方々がしっかりと補完してい

ただけるのかというところもまだまだ不透明ではな

いかと思います。専門員の負担を考えると、増員も

視野に入れてやはり対応をしていかなければならな

い問題だと思います。答弁にもありましたが、安倍

政権は100％財源を確保していくと言っております

が、先ほど来言っておりますように、実際やってい

ることは医療、介護報酬、これの改悪、自然増の削

減です。国の動向を注視していくという姿勢ではこ

れもう待っていられないような状況になっていると

思います。当然国策の転換というのが求められます

が、自治体、市町村でもしっかりと現場の負担や利

用者の不便の状況、こういったものを調査をして、

自治体要求など上げていくということ、これが大切

ではないかと思います。市長にはしっかりこういっ

た自治体の意見を上げていっていただいて、また介

護についても優先して財源の確保、これをしていた

だきたい、こう申し上げて、この質問を終わります。 

 続きまして、大綱の３、商店街振興とまちの活性

化についてお聞きします。①の駅前商店街について

お聞きをします。駅前商店街において、コンビニエ

ンスストアが閉店し、次いで飲食店が閉店をしまし

た。そして、８月にはさらにもう一店舗飲食店が閉

店すると聞いております。当然民間の事業者ですか

ら、事情もそれぞれあることですし、防ぎようがな

いことかもしれません。しかし、人口減少対策とし

て総合戦略をスタートしたこの年に余りにも厳しい

現実ではないでしょうか。商工会議所や商店街との

連携は一体どのようになっているのでしょうか。確

かに商工労政観光課、地域おこし協力隊の方々は、

人数が少ない中において、大変苦労されながらまち

の活性化に取り組んでおられます。決して努力が足

りないというわけではありません。そういったこと
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も理解をしております。しかし、逆にこれ行政だけ

でどうにかできることではないということが現実と

して突きつけられているのだと思います。だからこ

そ、民間の力や意見、積極的な参画、こういったも

のをお願いすべきではないでしょうか。先日行われ

た行政の住民懇談会で、私は６つの会場に足を運び

ました。５つの会場では、地域の方々10名以上来て

くださり、いろいろな要望や意見が出されていまし

た。しかし、残念ながら交流センターみらいで行わ

れたときは参加者が１名、私が会場に行ったときは

既に終わっておりました。昨年もほぼ同様だったと

聞いております。赤平市のさまざまなイベントに協

力してくれているお店の方、また長きにわたって事

業を続けている商店街の方々が住民懇談会になかな

か来てもらえない。駅前、中心地、いわゆる繁華街

であるこの地区において２年連続住民懇談会が開か

れなかったということは時間帯、やり方なども、こ

ういったことも視野に入れて、しっかり見直す必要

があると思います。そして、声にならない声、そう

いったものを見逃さないように商工会議所や観光協

会、特産品推進協議会、あるいは商店街振興対策協

議会、そういった各種団体に幅広く意見を出してい

ただくようお願いする、参加してもらうようにする。

赤平市全体でお店を続けてもらえるよう、残したい

と思ってもらえるようにしていかなければならない

と思います。この点についてどのようにお考えがあ

るのかお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 駅前商店街につ

いてお答えをいたします。 

 ただいま議員がおっしゃられましたとおり、駅前

商店街においてコンビニや飲食店が相次いで閉店を

し、空き店舗がまたふえてしまった状況にあり、非

常に危惧しているところであります。市といたしま

しても、店舗近代化促進事業助成や新たに企業支援

事業補助金など支援を行い、また今年度より地域お

こし協力隊がチャレンジショップにて活動を行い、

もっと身近に商店街に飛び込み、起業に向けた相談

や空き店舗の紹介、商店街の活性化についていろん

な意見や助言等をいただきながら活性化策を検討し

てまいりたいと思っております。人口減少や外食離

れなどによる利用者の減少など、各商店の飲食店に

つきましてはあくまでも民間の事業者であるため、

個々への直接支援という部分については非常に難し

い問題ではありますが、商工会議所や観光協会、商

店街振興対策協議会、また商店街とも連携を図り、

民間の力や意見、積極的な参画を呼びかけてまいり

たいと思います。 

 また、みらいにおける住民懇談会におきましては、

駅前のみならず、市街地区の各町内会に開催時間の

相談をさせていただきながら呼びかけの依頼をお願

いし、他の地区の懇談会に参加できなかった方の予

備的な位置づけとしても開催をしておりますが、各

種団体にも周知を行い、広く意見を募ってまいりた

いと思いますので、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 駅前商店街の現状

については、非常に危惧をしていると。各団体と連

携して積極的な参画を呼びかけていくということで

す。私も商店街の方々と交流の場において、意見を

聞くことやっぱりあります。そして、その都度担当

課にはお伝えをするようにもしております。決して

意見や要望がないわけではないということです。い

ま一度各団体との連携、そして商店街を一緒に守っ

ていく、次世代につなげていくということ、こうい

ったことをぜひしっかりと考えていただきたいと思

います。そのためにも、今お話ありましたけれども、

商店街との懇談の場というものもいま一度見直して

ほしいなと思います。若い世代の後継ぎの方が帰っ

てきておられるお店もあります。先日行われた観光

協会の総会では、そういった方々にイベントへの参

加も促していく、こういうお話も聞きました。ぜひ

商店街の活性化につなげていっていただきたいと思

います。 

 次の質問に移ります。②、チャレンジショップに
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ついてお聞きします。現在２店舗目オープンして、

順調に取り組まれていると思います。先日地域のフ

リーペーパーでも地域おこし協力隊の方々、また商

工労政観光課の取り組みが高評価されている、そう

いった記事を見ました。先ほど言いましたように、

老舗を守るといいますか、そういったことも重要な

ことですけれども、同時に新しいお店を誘致してい

く、これも大変重要なチャレンジだと思います。ぜ

ひさらに、さらに先へと進めていただきたいと思い

ます。そこで、そのチャレンジショップなのですけ

れども、現在のコンセプトでは飲食店の出店ができ

ないことになっています。先ほどの質問とも関連し

ますが、今後飲食店での展開というのはできないの

かと、減ってきている飲食店、これを補完できない

のかということなのですけれども、例えば何らかの

理由でお店をやめる方がいた場合、ノウハウを継が

せてもらえないか交渉をする、市内外から継いでく

れる方、やってみたい方を募集するなどできないも

のかと思います。あるいは、市外、道外からリタイ

アして、老後は北海道で暮らそうなどを考えている

方、こういった方で何かしらの経験がある方を呼び

込み、赤平市でノウハウを継いでいく、こういった

企画のほうはできないものか。例えば隣の滝川市に

ある國學院大學北海道短期大学部は学生さんがチャ

レンジショップのようなことでオニオンリングを売

ったというようなことも、調理、販売したというこ

とも新聞記事などに載っておりました。こういった

ものであれば、フライヤーなどを設置して、簡単に

できるのではないかと思うのです。そういった若者

の交流ということもあわせて考えて、このチャレン

ジショップというのを展開していけないか、そうい

ったところの考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） チャレンジショ

ップについてお答えいたします。 

 空き店舗の利活用、商店街のにぎわいづくり、そ

して赤平で開業を考えている方のお試しの場とし

て、６月４日にチャレンジショップをオープンいた

しました。赤平に起業を考えている方のマーケティ

ングやお試し販売、個店、ワークショップの開催、

作品の販売など幅広く募集をするほか、今年度から

地域おこし協力隊がチャレンジショップを活動の拠

点とし、商店街の情報、お店の案内、空き店舗情報、

開業相談など商店街に関する商店街の活性化と情報

収集、発信の仕事を行いながら、実際に商店街の一

員として活性化に努めてまいります。そこで、飲食

店のチャレンジショップはできないかとの質問でご

ざいますが、市といたしましても調理ができる厨房

設備のあるお店をチャレンジショップとして展開で

きないか検討してまいりましたが、これまでに適当

な店舗が見当たらなかった状況ではありますが、現

在のチャレンジショップは地域おこし協力隊の活動

拠点、コーディネート役として継続をいたしまして、

今後は厨房設備のある店舗やその他の空き店舗がチ

ャレンジショップとして活用が可能かどうかを所有

者と協議を行い、制度の確立を検討し、利用につき

ましても広く呼びかけをしてまいりたいと思いま

す。 

 また、後継者やお店の存続問題につきましては、

各商店の聞き取りを行い、どのような支援が効果的

なのか現状を捉えた上で検討してまいりたいと思い

ますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 現在の２店舗目の

位置づけというものは理解ができました。その後も

前向きな答弁をいただいたと感じております。先ほ

どの答弁にもありましたように、人口減少や外食離

れ、こういった問題の根っこにあるのはやはり８％

に引き上げられた消費税、この増税の影響と社会保

障の削減などによって消費に回す余裕がない人がふ

えたということではないかと思います。地方に行け

ば行くほどこの格差というのは広がっており、衰退

の速度も速いのが現実です。一番の打開策は当然国

策の転換ということが求められてくるところですけ

れども、やはり赤平市としてやれることやっていか

なければならないと思います。今あるお店を守り、
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同時に競合しないような新しいお店を出してもら

う。そういった飲食店、これはお祭りやイベントの

盛り上がりなどにも赤平では直結していると思いま

す。また、地元の名産にも今後なり得ます。地域お

こし協力隊と商工労政観光課、取り組みは大変評価

されていると思いますが、さらにもう一段ステップ

を上って、連携をしっかりとして、若者との交流と

いうところもぜひ検討していただいて、やっていた

だきたいと、こう申し上げまして、この質問は終わ

りたいと思います。 

 大綱４、防災について。①、避難所についてお聞

きをします。まず初めに、熊本地震に対して迅速に

備蓄品の支援を行った赤平市行政の判断に対して敬

意を表したいと思います。今もまだ避難生活をされ

ている熊本の方々が一刻も早くもとの暮らしに戻れ

ることを心から願うところです。赤平市と同様熊本

も地震災害が心配されていない地域だったにもかか

わらず、今回あのような大きな地震が起こり、皆さ

んの避難生活が長引いております。先日の住民懇談

会でも、ある会場ではやはり備蓄品についてとか、

避難所についてといった質問が出されておりまし

た。いつ起こるかわからないというのがやはり災害

です。市民の皆さんの中にも不安になる方が出てき

てしかるべきというところだと思います。そこで、

やはりまだまだ市民の皆さんには避難所の周知とい

うものが徹底されていないということを感じまし

た。来年防災マップを作成すると聞いておりますが、

やはり年１回くらいは広報で知らせるなどできない

ものでしょうか。また、昨年私は備蓄品の分配配置、

質問で取り上げましたが、東日本大震災や熊本地震

でも避難所に物資が届かない、こういったことがや

はり問題として挙げられています。今回の件もあり、

備蓄品の補充、これが今後あると思いますが、その

補充のタイミングで３日間最低届かなくてもその避

難所で避難ができるような備蓄の再分配、配置はで

きないでしょうか。避難所の周知に加えてお聞きし

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 避難所の周知について

でございますが、ご案内のとおり先般公共施設等総

合管理計画が策定されましたので、コミュニティセ

ンターや生活館等の施設につきましても含めまし

て、避難所の指定作業を進めているところでござい

まして、食料等の備蓄の補充、地域ごとの再配備も

進めさせていただきますが、指定避難所が決まり次

第ホームページはもちろん、インターネットの利用

ができる環境にない方も多くいらっしゃいますの

で、防災マップの配布までの間利用できる避難所の

一覧表を広報等を活用いたしまして配布してまいり

たいというふうに考えているところでございます。

よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 地域ごとの再配備、

また防災マップの配布までは広報で活用していきた

いということ、周知をしていくということが確認さ

れたと思います。市民の方々の不安を解消するとい

うことと、また赤平市はここまでやってくれるから、

安心して暮らせる、こう市外に向けてアピールでき

るようにしっかりとこういった問題は対応していた

だきたい、こう思います。そこで、一時的に避難が

できた、しかしなかなか家に戻れない、そういう状

況が起きた場合、避難所生活が例えば長くなってし

まう、こういうことが余儀なくされた場合、大事な

のは物資を届けるということになってくると思いま

す。 

 そこで、②の質問のほうに移りたいと思います。

②の支援物資の配送についてお聞きします。熊本地

震では、１カ月たっても温かい食事とかバランスの

とれた食事が出されない避難所があると避難生活に

おける健康の不安が深刻な問題になっていました。

１カ月以上１日３食レトルトや缶詰、またカップラ

ーメン、そういったものばかりしか選べない、そう

いう避難所もあったと言われています。まず、問題

になるのはどの避難所にどのぐらいの方が避難して

いるかわからない、連絡がとれない、道路が寸断さ

れていて、届かないなど物流に支障を来たした場合
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が挙げられると思います。そこで、近隣の滝川市、

芦別市では運送業者との提携で災害時の物流の確

保、これの強化を図っております。しかし、赤平市

ではまだ行っていないという認識を持っております

が、今後どのように対策をとっていくおつもりでし

ょうか。災害時に近隣市との連携、こういったもの

もとれているのか、とれるのかということについて

もあわせてお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 運送会社との連携等に

ついてのご質問でございますが、災害時における物

資の緊急救援輸送等のため、近隣市町におきまして

も昨年北海道トラック協会等と協定を結ぶなど進め

ておりまして、当市におきましてもお話をいただき

まして、現在協定を結ぶべく進めているところでご

ざいます。このほか中空知定住自立圏におきまして

も構成市町の平常時における相互協力や災害時にお

ける相互応援を内容といたしまして、中空知５市５

町による協定の締結につきまして、これも現在進め

ているところでございまして、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 協定を結ぶ方向だ

ということと進めているということは確認されまし

た。具体的にこれいつごろまでというのは明確にで

きますでしょうか。お伺いします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 協定の締結でございま

すが、トラック協会さんとの協定につきましては今

月中に、中空知５市５町による協定につきましては

来月７月中にそれぞれ締結する予定で今現在作業を

進めさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 トラック協会は今

月中、また５市５町でも７月中ということで早い対

応をされていると思います。こういった５市５町の

相互協力、相互支援、そういった協議しっかりとし

ていただかないと、例えば滝川までしか支援物資が

届かないとか、あるいは空知まで来ないとか、そう

いうこともやっぱり考えられます。被災者に物資を

いかに早く、またそのニーズに合わせて届けられる

か、そういったことが重要ですので、ぜひこの協定、

しっかりと内容精査し、結んでいただきたいと、こ

う思います。 

 次の質問に移ります。③、災害時要支援者につい

てお聞きします。国から福祉避難所の指定、これを

求められておりますが、なかなか進まない状況です。

一つには公共施設の計画がおくれていたということ

が挙げられますが、何より要支援者の把握というこ

とが大事だと思います。これについて進んでいるの

かどうか、また市民の方からは団地などで住民の出

入りがわからないといった声も上がっておりまし

た。このような中で災害時に対応ができるのか心配

がされます。介護の問題も先ほどありましたし、避

難所の周知の問題もありました。個人情報との関係

ということがあるとは思うのですけれども、常日ご

ろから要支援者の把握と見守り体制を備えておくと

いうこと、これが緊急時、災害時にもおくれなく対

応できるということにつながると思います。私は、

このことは防災担当課だけではなく、関係各課が連

携をして、情報の共有とリストの作成をすること、

それと町内会とのさらなる連携ということが必要だ

と考えます。災害時要支援者について対策と現状、

また見通しなどをお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 災害時要支援者の対策

と現状と見通しにつきましてお答えいたします。 

 福祉避難所につきましては、介護の必要な高齢者

や障がい者など一般避難所では生活に支障を来たす

方が利用することとなりますが、現在市内の福祉施

設と協議をしており、その指定につきまして進めて

いるところでございます。このほか災害対策基本法

によりまして、高齢者、障がい者等の防災施策にお

いて特に配慮を要する方、要配慮者のうち災害発生

時の避難時に特に支援を要する方の名簿、避難行動
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要支援者名簿といいますけれども、この名簿の作成

が義務づけられておりますことから、お話のござい

ました名簿につきましては既に作成し、更新してお

りまして、消防、警察等の関係機関に提供できるよ

う高齢者、障がい者等に同意を求め、その作業を進

めているところでございます。ただし、この避難行

動要支援者名簿につきましては、防災のための名簿

となってございますことから、地域の見守りに活用

するためには、他市町の例にもございますとおり、

条例等の整備が必要でございまして、お話にござい

ましたとおり、関係各課の連携により取り組んでい

かなければならないと考えているところでございま

す。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 福祉避難所の指定

についてはもう少しといったところだと思います。

どのような場所に要支援者が多いかなどしっかりと

協議して、早期に指定まで行っていただきたいと思

います。また、リストの作成については、できてい

るということで、更新もしているということ、ただ

対象者の方の同意を求めているというお話がありま

した。これは防災のためという答弁だったと思いま

すけれども、これちょっと考え方の違いなのかもし

れませんけれども、災害時に素早く対応するために

は、先ほども言いましたが、やはり日常から備えて

いかなければできないと思うのです。これは、防災

だけではなく、社会福祉課や市民生活課、また介護

健康推進課など、こういった方々の各課の連携、結

束、これが大事ではないでしょうか。菊島市長、議

員時代から各課の連携、横の連携を強く求めていた

と認識をしております。先ほど条例の整備もお話、

答弁の中でありましたけれども、なおさら市長みず

からが先頭に立って、各課連携を促していただきた

いと、こう思います。 

 本日私質問を通して、今の日本の政治においては

国と道の施策、こういったものと市民の方々のニー

ズ、こういったものの中には温度差があると、市町

村と国は温度差があるのではないかということを明

らかにしてきました。赤平市独自で市民の暮らしを

守る、助ける、こういったことでできることは積極

的にやっていただきたいと。そして、各課で、今言

ったように、しっかりと連携をしていただきたい。

また、自治体要求などもしっかりと上げていってい

ただきたい、こう思います。ここは、やはり市長の

リーダーシップ、政治力、こういったものが問われ

ると思います。もちろん財源の確保も優先順位、こ

れをしっかり見て、やっていただきたいと思います。

仕事がある赤平市だからこそ子育て、介護、防災な

ど、安心して暮らせる、また仕事を続けていけるよ

うにサポートをして、安心して働いてもらえる、そ

ういった環境をつくれば、所得がふえて、消費に回

っていくと思います。まちのお店を使ってもらって、

まちの活性化を図っていく。私は、これが本当の経

済の好循環ではないのかと思っています。菊島市長

にはアベノミクスのような貧困と格差を広げる乱暴

な経済政策ではなく、赤平市独自の好循環、こうい

ったものをつくっていただきたいと思います。そし

て、ご自身の公約も振り返っていただいて、ぜひ市

政執行をしていっていただきたい、このことを申し

上げまして、私の質問を終わります。 

〇議長（北市勲君） 質問順序２、１、市立病院の

医師確保について、２、生活困窮者自立支援制度に

ついて、３、高齢者対策について、議席番号７番、

伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に従い、質

問しますので、答弁のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

 大綱１、市立病院の医師確保について。①、常勤

医師確保に伴う収益等の効果についてであります。

市立病院の医師確保については、市長並びに病院関

係者において最大限の努力をされていることと思い

ます。しかし、高齢化が進み、特に内科医を受診さ

れる方が多い状況であると思いますが、人口の減少

になかなか歯どめのかからない当市において、診療
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体制の充実と医師の負担軽減はもちろんですが、一

方で収益的効果や安定した健全経営を図ることを考

えた場合の今後の適正な内科医師の確保と診療体制

についてどのように考えておられるのかお伺いした

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 医師確保につきましては、自治体病院の使命であ

る地域医療の充実に大きく影響するとともに、特に

常勤医師の確保による安定した医療の提供は大変重

要なことと考えております。さて、今後の内科医確

保の見通しと診療体制及び収益面についてのご質問

でございますけれども、まず現状の常勤内科医の状

況から申し上げますと、昨年６月の時点では３名体

制であり、その時点との比較では現在１名増の４名

による診療体制となっております。また、研修医に

つきましては、昨年同時期での比較では３名から２

名と１名減の状況で、さらに今年度から初期臨床研

修医の新規募集を停止しましたことから、平成30年

度で研修医はゼロという見通しとなっております。

なお、現時点における外来及び入院患者数の見込み

などにおける医師の業務量、安定的な診療報酬の確

保、加えて救急医療の体制の維持などを踏まえます

と、内科医については５名体制が適正と考えていま

すことから、現在５人目の医師着任へ準備を進める

とともに、今後も引き続き医師確保のための情報収

集に市と病院が一体となって取り組んでまいりま

す。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今答弁いただき

ましたが、医師が１名足らないということで、地域

枠制度についてちょっとお尋ねいたします。 

 この制度は平成20年度から北海道が始めたものと

承知していますが、医師資格を取得した後に地方へ

の勤務が義務づけられ、実際に勤務した場合は道の

修学資金貸付金の返還が免除されるというもので、

本年度から初めて地方に医師を送り出したようです

が、この取り組みにより地方の医師不足は今後徐々

に解消されていくことが期待されていると思いま

す。赤平にも割り当てされる可能性など今後の見通

しはいかがなのかお尋ねをします。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） 地域枠

制度についてでありますけれども、ご承知のとおり

道内の医師が不足する地域に所在する公的医療機関

に勤務しようとする者に対し、道が修学資金を貸し

付け、地域医療を担う医師の養成及び確保を図りな

がら道内における診療提供体制の充実を目的とした

制度で、今年度は第１期生の７名が地域勤務を開始

したところでございます。道では来年度に第２期生

の19名が加わり、その後も年々増加していく予定と

していますし、当院も知事が指定する公的医療機関

として位置づけられておりますので、この制度によ

る将来的な医師の配置につきましても期待している

ところでございます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 この制度に関し

ては、ほかの地方も期待していると思います。いろ

いろ制約もあるとは思いますが、当市に早目に来て

いただけるようにＰＲなど積極的にしていただき、

医師確保に努めていただきたいと思います。 

 続きまして、現在非常勤医師により賄われている

診療科の医師確保の見通しについてお尋ねします。

市民の中には内科にかかりながら同時に眼科や耳鼻

科、皮膚科などのほかの診療科にかかる患者さんも

いると思います。こうした患者さんに対しては市内

で全ての診療科の診療を受けられる体制づくりが理

想ではありますが、医師不足の中ではそれも思うよ

うに進めることは困難な状況にあるものと思ってお

ります。そういった診療科の診療日が少ないと、一

度で受診を済ませられないために何度も通院をしな

ければならないことになり、それが原因で市外の病

院に通院する患者さんも出てきて、結果として内科
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などの患者さんの減少要因になりかねないのではな

いかと思います。そういった科の常勤医師確保はな

かなか難しいと思いますが、せめて診療日をふやし

ていただくことはできないものかお尋ねいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 当院におけるこれまでの常勤以外の診療科につき

ましては、整形外科は４月から常勤医１名による診

療体制となりましたが、引き続き砂川市立病院から

出張医の応援もいただいている状況にございます。

また、このほか眼科、耳鼻科、泌尿器科、皮膚科な

どにつきましては、従来どおり札幌医大や砂川市立

病院などからの出張医による診療体制の応援をいた

だいているところであり、現状においては最大限の

ご協力をいただいているものと判断しているところ

でございます。しかしながら、ご指摘のとおり、患

者さんの利便性向上のため充実した体制づくりに努

め、引き続き関係各位に対し要望してまいりますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 いずれにしまし

ても、患者さんの利便性の向上と健全経営をしてい

くためには医師を初めとする医療従事者の確保が重

要となりますので、常勤医並びに診療日数の増加に

向け、今後も引き続き努力を続けていただきたいと

思います。市民にとりましては、健康であることが

第一でありますが、患者さんとなって病院にかかる

場合には安心して市立病院にかかることができると

の評判をいただくことが大事なことと思います。よ

く看護師の接遇のことが話題に上がりますが、看護

師だけでなく、病院全体として接遇がよくなった、

安心して市立病院にかかれると患者さんから言われ

る病院になるようこれからも職員一丸となって努力

をしていただきたいと思います。以上でこの質問は

終わらさせていただきます。 

 大綱２、生活困窮者自立支援制度について。①、

学習支援事業についてであります。平成27年４月よ

り生活困窮者自立支援法が施行され、それに伴って

厚生労働省の生活困窮者自立支援制度がつくられま

した。この制度では、生活困窮家庭に対してさまざ

まな支援を自治体に求めていますが、その中に学習

支援も組み込まれています。都道府県や市など福祉

事務所がある901の自治体が任意で実施する事業と

なっているようですが、北海道では全35市のうち実

施をしているのは10市で、本年度から３市が新たに

実施するようです。しかし、全体の４割弱しか実施

されておらず、残りの22市ではまだ取り組まれてお

りません。また、町村では道の出先機関の14振興局

が事業を行っているようですが、144町村全てに学び

の場が設けられておらず、支援が行き渡っていない

ようです。北海道内で2015年度に学習支援を利用し

た子供は965人ですが、最も多く利用しているところ

は札幌市の502人、次いで釧路市の41人、旭川市の39

人の順になっています。最も少なかったのが宗谷振

興局の２人でした。空知管内の10市のうち学習支援

を行っているのは岩見沢市のみで、利用者は16人と

のことです。空知管内の14町での利用者は27人でし

た。対象になり得る子供約２万人に対しての割合は

５％程度にすぎなかったようですが、まだ学習支援

を行っていない市、あるいは支援が行き渡っていな

い町村もあり、支援を受けたくても受けられない子

供たちもいると思います。そこで、当市においても

生活困窮家庭の割合が高いと思われます。経済的な

理由など家庭環境における社会的不利益により進学

や就職が阻害されるおそれのある子供に対して、全

ての子供が将来にわたり自立できる社会の創出のた

め学習支援事業が必要と思いますが、この件につい

ての考えをお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 学習支援事業につ

いてお答えいたします。 

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図

るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、

就労準備支援事業や住居確保給付金の支給などの支
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援を行うことを目的に生活困窮者自立支援法が制定

されました。この法律に定められております任意事

業の一つとして子供の学習支援事業があり、生活保

護世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供に対する学

習支援や居場所づくり、療育に関する保護者への助

言を行い、貧困の連鎖の防止に努めるものでありま

す。赤平市に住んでいる子供の将来がその生まれ育

った環境によって左右されることのないように、ま

た貧困が世代を超えて連鎖することのないように必

要な環境整備と教育機会均等を図ることは重要なこ

とであることから、赤平市しごと・ひと・まち創生

総合戦略においても子供塾の開設を重点施策と位置

づけ、全ての子供たちが夢と希望を持って成長して

いけるよう取り組むこととしておりますので、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 学習支援事業の

委託先や指導者の確保など難しいと思われますが、

赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略にかかわる

高齢者人材バンク事業等の活用を利用するなどして

取り組むことも考えていけば、生活困窮世帯の学習

環境整備にもつなげていけるのではないでしょう

か。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 学習支援事業を実

施するに当たり、事業の委託先や子供への指導者を

確保する方法としては、議員が言われたように、高

齢者人材バンクを活用する方法のほかに夏休みや冬

休みの長期休暇を利用して授業を行い、赤平から進

学している大学生や高校生に指導してもらうことや

江別にある４大学との協定を活用し、そこに通う大

学生に指導を依頼する方法なども考えられることか

ら、赤平の子供にとって効率的なものを検討してま

いりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 生活保護世帯や

生活困窮世帯の当市の子供たちが健やかに育成され

る環境が整えられるよう、また学習支援事業を広く

知っていただけるよう積極的に推進していただくこ

とを要望し、この質問を終わらさせていただきます。 

 続きまして、大綱３、高齢者対策について。①、

運転免許証の返納についてであります。平成26年に

も高齢者の運転免許証返納についての先輩議員の質

問がありましたが、高齢化が進む中で全国的に高齢

ドライバーによる交通事故が多発しております。北

海道内においても平成26年４月から昨年末までに人

身事故並びに物損事故を１年間に３回以上起こした

65歳以上の高齢者が661人おり、そのうち１年間に３

回事故を起こしたのは564人、４回は77人、５回は16

人、６回以上に至っては４人いたと報道されており

ました。道内の高齢ドライバーは右肩上がりにふえ、

約72万4,000人と全ての免許証所有者338万人の21.4

％を占めていますが、なかなか運転免許証返納が進

んでおりません。これに伴い、高齢ドライバーが事

故を起こすケースも増加しております。当市におい

ても高齢化が進み、高齢者ドライバーがふえており、

大きな事故が起きる危険性があると思われますが、

高齢ドライバーの人数、運転免許証返納者の人数な

どどれくらいいるのか把握しているのかお伺いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（野呂道洋君） 運転免許証の返納

についてお答えいたします。 

 全国的に高齢ドライバーによる交通事故が相次い

でおりますが、アクセルとブレーキを踏み間違える

など認知機能の低下に気づいていないケースが多

く、道警ではこうした高齢ドライバーを対象に訪問

指導などを行っておりますが、運転免許証の返納に

応じる高齢ドライバーはわずかとのことでございま

す。議員ご質問の当市の高齢ドライバーや免許証返

納の人数などにつきましては、運転免許証関係の当

市所管であります赤歌警察署に照会したところ、昨

年末現在とはなりますが、65歳以上のいわゆる高齢

ドライバーは1,933人で、ドライバーの総数が6,101

人であることから、高齢ドライバーに占める割合は
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31.7％となり、道内平均と比較し10ポイントほど高

くなっております。免許証返納者につきましては、

赤歌警察署で受け付けした件数は平成27年度は29名

となっております。今後とも赤歌警察署初め、関係

機関と連携しながら交通事故防止に努めてまいりま

すので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今お聞きした中

で、道内平均と比較しても10％程度割合が高いとい

う話でありますが、高齢になり、運転免許証の返納

を考えてはいるが、公共交通機関が少なく、不便で

ある、足腰が弱くなり、歩けない、生活の足として

車が必要との理由で免許証返納に踏み切れない高齢

者もおります。2015年に運転免許証を自主返納した

高齢者は7,566人で、前年比で52％の増加をしており

ますが、返納しているのは代替交通機関が整ってい

る都市部のドライバーが中心であり、地方では移動

手段がなくなることを不安視する高齢者が多いた

め、返納率が低いのが実情です。そのため運転免許

証を返納後の移動手段を独自に提供する自治体もふ

えてきております。補助の内容は各自治体によって

さまざまですが、そのことにより運転免許証の返納

率が上がり、交通事故減少につながることになると

思われます。当市にはそのような補助制度はありま

せんが、今後運転免許返納者に対しての補助を考え

ているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 運転免許を返納し

た高齢者に対する補助制度についてでございます

が、道内でも高齢者の生活の足を確保しようとする

観点から、公共交通網が特に限られている自治体で

は運転免許を自主返納した人に対し路線バスやタク

シーの利用券を交付している自治体もあります。一

方、赤平市ではＪＲや中央バス、民間タクシー会社

が営業しているほか、生活協同組合コープさっぽろ

による無料買い物バスが運行されており、病院など

の公共施設の利用にも開放されていることから、一

定程度の交通手段は確保されていると判断しており

ます。したがいまして、現状では既存の公共交通機

関の減便などの影響や今まで免許を持っていない方

との均衡を図ることも考慮しなければならないこと

から、難しいものと考えておりますので、ご理解を

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今答弁いただき

ましたが、配偶者や当市に親を残し、不安に思って

いる家族が運転免許証の返納を勧めてもほかの交通

手段では不便と感じているため、運転免許証の返納

に踏み切れない高齢者もいると思われます。返納に

より外出の機会が減ったり、家に引きこもりがちに

なってしまうことのないよう補助や交通手段の確保

を前向きに考えてほしいと思います。高齢になれば

なるほど運転の判断、運転動作がおくれ、交通事故

のリスクも高くなることから、ぜひとも前向きに検

討をしていただき、高齢者が安心して暮らせるよう

な赤平市になるように強く要望いたします。以上で

この質問を終わります。 

 以上で私の質問を終わらさせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 質問順序３、１、多世代と交

流するオープン型住環境について、２、福祉関係専

門職の養成機関設立について、３、炭鉱遺産公園構

想について、議席番号９番、御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、質問させていただきます。ご答弁のほどよろ

しくお願いいたします。 

 大綱１、多世代と交流するオープン型住環境につ

いて。１、１つの住棟で高齢者、障がい者、子育て

世帯がともに生活できる混在型公住建設について伺

います。本件は、平成22年３月定例会において同僚

議員の質問に対する市長答弁に基づき、現在までど

のように施策が反映されているかについて伺うもの

です。現在進めている公営住宅建替事業では、１Ｌ

ＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫと３タイプを混合するこ

とにより、子育て世帯から高齢者世帯まで入居可能

とし、その他バリアフリー化及びユニバーサルデザ
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インを採用することによって１つの住棟で高齢者、

障がい者、子育て世帯がともに生活できる混在型公

住建設を推進していると思いますが、平成22年度以

降建てかえ公営住宅のうち１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３

ＬＤＫと３タイプを混合する混在型公住の戸数及び

高齢者、障がい者、子育て世帯別に入居状況をお伺

いしたい。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 混在型住宅の現況につい

てお答えをさせていただきます。 

 本市の公的住宅の整備につきましては、これまで

住宅マスタープラン等に基づき、集約建替事業を中

心に進め、そして平成27年度からは新たな計画であ

る住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を基

本に計画的な建てかえや改善、修繕により良質な住

宅ストックの形成とともに、持続可能な都市経営の

観点から人口規模に見合った適正な管理戸数を目指

しております。ご質問の平成22年度以降の公的住宅

の建設状況でございますが、福栄団地と茂尻第一団

地の２団地の建替事業を実施しております。茂尻第

一団地につきましては、移転対象者の意向などを考

慮した中で、１号棟、２号棟は１ＬＤＫから３ＬＤ

Ｋのタイプを設けており、そのほかは２ＬＤＫ、３

ＬＤＫのタイプとなっております。建設戸数につき

ましては両団地合わせ７棟68戸で、高齢者等の入居

状況は、一部重複してはおりますが、高齢者世帯が

45世帯、障がい者世帯が17世帯、子育て世帯が３世

帯となっております。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま68戸中

高齢者が45世帯、障がい者が17世帯、子育て世帯は

３世帯、このバランスがいいのかどうかということ

も今後検討していきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。高齢者、障がい

者、子育て世帯がともに生活できる混在型公住とシ

ルバーハウジングの併設について伺います。シルバ

ーハウジングは、バリアフリー化された住環境で、

ライフサポートアドバイザーが生活相談や安否の確

認、緊急時対応をする公営住宅とされていますが、

当市が高齢化社会をたくましく生き抜いていくため

には自助、共助、公助のバランスは必要不可欠と思

われます。シルバーハウジングでの多様な共助を構

築させていくために１つの住棟において高齢世帯、

障がい者世帯、子育て世帯を交えた共助を可能とす

る混在型公住との併設による新たな住環境づくりに

着手してはと思います。混在型公住とシルバーハウ

ジングの併設について考えを伺いたい。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 混在型住宅とシルバーハ

ウジングの併設についてお答えをさせていただきま

す。 

 本市のシルバーハウジングは、公営住宅に住む高

齢者が増加する中、高齢単身及び高齢夫婦の自立し

た生活が長く続けられるよう昭和63年度に策定した

シルバーハウジングプロジェクト計画により実施さ

れたもので、現在市内には日の出、青葉、幸、新光

の４団地132戸のシルバーハウジングが整備されて

おります。シルバーハウジングには生活援助員が生

活指導、相談、安否の確認、一時的な家事支援など

を行っておりますが、入居者の生活支援全てを行う

わけではありませんので、入居者同士や近隣住民と

の助け合いも生活を維持する上では重要なことであ

ります。議員ご提案の多様な世帯とが混在したシル

バーハウジングの建設につきましては、入居者同士

の共助を図る上では効果的な方法であると思われま

すが、一方１つの住棟に多様な世帯が入居すること

は、ライフスタイルの違いから生活音や除雪の時間

等に関する入居者間におけるトラブルの相談が寄せ

られている現状もあり、特にシルバーハウジングで

は一般の公営住宅とは入居者の状況も異なりますの

で、検討を要するものと思われます。また、新たな

住棟の建設は公営住宅等長寿命化計画に基づき現在

進めております建替事業等との整合性から難しい状

況にあると思われますので、ご理解をいただきたく

お願い申し上げます。 
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〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 私の質問の趣旨

は、今後シルバーハウジングを新設する場合に既存

施設から進化した新しいタイプの可能性について質

問しているわけです。その中で多様な共助を期待し

ていけるのでないかということで質問させてもらっ

ています。 

 それでは、次の質問に移ります。３、今後のシル

バーハウジングの建設について伺います。赤平市は

65歳以上の人口比率は全国平均をはるかに超えてお

り、急速な少子高齢化が進んでいるところから、高

齢者、障がい者等が安全、安心して自立した生活が

できる住宅と住環境整備の一環としてシルバーハウ

ジング日の出ハイツ、青葉ハイツ、幸ハイツ、新光

ハイツと順次４団地132戸を建設してきております。

高齢化が着実に進む過渡で、生活相談や安否の確認、

緊急時対応を備えた高齢者住宅行政は多くの高齢者

にとって安心、安全の面で行政の温かい配慮に触れ

る機会でもあり、長い人生の中で避けて通れない大

切な通過点でもあります。シルバーハウジングに入

居していない高齢者に対する安心、安全なシステム

がどう機能しているかについても同様に問われるも

のと思いますが、事細かく対応されていると思いま

す。一方、平成26年度策定住生活基本計画では、総

合的な高齢者住宅対策の充実を主要な課題としてお

り、シルバーハウジングの入居率は99.3％、おおむ

ね100％ということは空戸がないことにより需要が

逼迫しているということを懸念するところでありま

す。現在までのところ、シルバーハウジングは茂尻

地区は空白地区となっており、次はぜひ茂尻にと建

設を願う声が地域内で起きております。今まで茂尻

地区で生活してきた高齢者が住みなれた地域から離

れて、各地区のシルバーハウジングに入所してきた

ことをネガティブに捉えているわけではありませ

ん。茂尻地区は、雄別茂尻炭鉱閉山後商業をなりわ

いとする方々は商圏内人口の減少に耐え、必死に頑

張っております。高齢者が施設入所等によって茂尻

から流出し、じわじわと商売にも影響は出てくるの

だろうなと心配しつつ、いずれ茂尻に同様施設が建

設されるときは懐かしい顔ぶれが戻ってくることを

期待して、なぜいつも茂尻が開発から取り残されて

いるのか疑念を持ちながらじっと我慢をしているの

です。平岸が最後で、あとは新設しませんというの

ではなく、早急にシルバーハウジングの検討につい

てご検討いただきたく、考えを賜りたい。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 今後のシルバーハウジン

グの建設についてお答えをさせていただきます。 

 本市には若木町から平岸にかけ４地区にシルバー

ハウジングが整備されております。新たな建設につ

いては、住民の高齢化等により建設要望が多い現状

は理解いたしますが、道内においても整備水準が高

い状況にあることや建設費用、その後の管理費用、

建てかえ移転対象者に与える影響、また本市は公的

住宅依存度が高いことなど検討しなければならない

課題も多くあります。そのようなことから、本市の

住生活基本計画においては住宅施策の４つの目標の

一つとして高齢者、障がい者等が安全、安心に生活

できる住環境の整備を掲げており、モバイル型の緊

急通報システムの普及やシルバーハウジングでのコ

ミュニティ活動の充実のほか、サービスつき高齢者

向け住宅など民間の高齢者向け賃貸住宅の建設促進

支援等を展開方向としております。また、総合戦略

においては、高齢者が生きがいを持って、安心して

生活できるプラチナ社会の形成を一つの基本目標と

し、医療の周辺地域にサービスつき高齢者向け住宅、

介護施設等を整備し、３世代交流や健康づくり事業

などを実施し、都市部からの移住促進、若者の雇用

拡大を図る赤平版ＣＣＲＣ構想の実現を重点施策と

しておりますので、ご理解いただきたくお願いを申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま建設要

望が多い現状は理解できるが、赤平市は道内での整

備水準が高い、建設費用とその後の管理費用、建て

かえ移転対象者に与える影響、公的住宅依存度が高
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いことを理由として難しいとの回答でした。まず、

建てかえ移転者に与える影響はどのようなことでし

ょうか。新たにシルバーハウジングを建設できない

決定的理由として建てかえ移転者に与えるどのよう

な影響があるのでしょうか。伺います。 

 次に、整備水準が高い、建設費用とその後の管理

費用、公的住宅依存度が高いという理由は、日の出

ハイツを建設するときから新光ハイツを建設すると

きまでずっとついて回った厚い障壁だと思います。

確かに困難だったけれども、乗り越えてきた障壁を

このたびはできませんという理由で納得してくださ

いというのでしょうか。伺います。 

 高齢化による建設要望が多い現状は理解している

が、新たな整備は難しいということですが、行政需

要に対してしっかり向き合い、応えていく誠意が見

受けられません。実際にシルバーハウジングの新設

が困難であるなら、せめて日常生活を送る上で安全、

安心を危惧する高齢者に対して安否の確認や緊急時

対応だけでもしなければならないと思いますが、ど

のように検討は進められているかについて伺いま

す。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 平成22年度以降公的住宅の建替事業は、福栄団地

と茂尻第一団地を行ってまいりましたが、財政事情

から１年１棟の建設で進めてまいりました。茂尻第

一団地の建設が昨年で完了し、今後吉野団地の建て

かえを進めていくこととなりますが、今後予定され

ている大型事業などもあり、これまで同様１年１棟

の建設計画となっております。単年で複数棟の建設

が困難な状況から、新たな住宅の建設となった場合

は現在進めている事業の進捗に影響が出てくること

となります。また、公的住宅依存度が高いことは以

前からの問題でありますが、今後進んでいく人口減

少等を考慮し、持続可能な都市経営の観点から人口

規模に見合った良質な公的住宅のストックの形成が

求められておりますので、ご理解をいただきたくお

願いを申し上げます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

対する疑問点を示しながら再答弁をしていただきま

したが、到底納得のいくものではありません。私は、

シルバーハウジングという制度にこだわるつもりで

はありませんが、高齢者の安全、安心のために実施

した新制度に過不足が出てきたときは修正、補完し

たり、発展的に別制度に乗りかえることはよくある

ことだと思います。それは、行政の連続性を断ち切

るということではありません。需要があるにもかか

わらず、制度の役割を終えたことにして、いつの間

にか性格の異なる別の施策と置きかえるなどという

ことはあってはならないことです。私は、このたび

の答弁を持ち帰って、地域の皆さんにも報告し、今

後の進め方について相談しようと思いますし、今後

の定例会において引き続き質問をしてまいります。

このたびはこれでこの質問を終わらせていただきま

す。 

 大綱２、福祉関係専門職の養成機関設立について

です。赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の高

齢者が生きがいを持って、安心して生活できるプラ

チナ社会の形成の項で、介護サービス施設専門職の

養成は重点施策となっています。現在高齢化が進ん

でいる中、当市の４月末登録人口は１万924人となっ

ており、高齢化率は人口の約44％と推定され、約

4,800人となります。このような状況で当市の要介護

認定者は高齢者人口の20％前後でこれまでは推移し

てきております。約960人前後となります。介護認定

者のうち平成27年度末で約500人の方が介護サービ

スを受けている状況にあります。しかし、市内にお

ける介護サービスを提供する施設、事業所の６施設、

愛真ホーム、エルムハイツ、博寿苑、のぞみの里、

みなみ、社会福祉協議会においては、介護支援資格

者及び介護従事者が慢性的に不足しており、単一施

設において介護職員の採用確保は努力の限界を超え

ている現状にあります。そこで、私は国、道による
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支援策、他市町村の先進例等も調査、検討の上、行

政を中心として市内の介護施設、事業所関係者、社

会福祉協議会などによる（仮称）介護職養成機関設

立検討協議会を組織し、資格取得と介護サービスの

スキルアップに応える養成機関の開設を目指すこと

が急務と考えますが、本件に対する考えをお伺いし

ます。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 介護等のサービスを提供する施設や事業所におき

ましては、どこの施設や事業所におきましても人手

不足となっており、人材の確保に大変苦慮している

ところであります。施設を運営していくためにはさ

まざまな資格を有する職員の確保が必要とされ、特

に介護施設の入所者に直接接する介護職員につきま

しては、重労働でありながら給与が低いとされてい

ることから、人材の確保には大変苦労している状況

にあります。介護職員として従事するには必ずしも

介護福祉士等の資格を有する必要はありませんが、

働いていく中で資格取得を目指す者への支援や資格

取得による専門性の向上、スキルアップを図る姿勢

へ継続的に支援していくことも重要であり、より優

秀な人材の確保や今いる従業員の離職を防いでいく

ためには給与の引き上げ等による処遇の改善や安定

した労働力として長く就業意欲を維持できるような

工夫を行うことも重要と考えます。 

 介護職養成機関設立検討協議会の設立をとのご質

問でありますが、現在全国的に養成校に進学する人

材が不足しており、廃止に追い込まれる学校もあり、

道内におきましても学生の確保がままならない状況

でありますことから、新たな養成機関の設立は資金、

施設、人材確保等の非常に高いハードルがあり、困

難な状況にあると思っていますが、どういった方策

が可能なのか事業所や関係機関と検討してみたいと

思っております。また、既存の養成校に進学する学

生に対し、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略

の中の奨学資金の貸付金返還金の免除や市内企業等

就職者への助成制度の活用を養成校などに周知し、

新卒者の確保につなげていければと考えておりま

す。また、以前は社会福祉協議会によりヘルパー要

成研修を行い、講師として市の職員の派遣や実技実

習の場の提供等の支援を行ってまいりましたが、受

講者の確保が困難になったことから、中止している

ところでもありますが、人材確保やスキルアップの

一助となる機会をつくっていくためにも今後の開催

について協議していきたいと思っております。 

 高齢化が進み、介護支援を必要とする高齢者がふ

えていくことが予想される中で、ますます介護従事

者が必要とされていくことから、国には従事者の労

働に見合った報酬が支払われ、魅力ある職場となる

よう引き続き介護報酬の見直しを求めていく要請を

市長会等を通じて行ってまいります。また、介護支

援を必要とせず、在宅で末永く暮らしていける元気

な高齢者を育んでいくため介護予防や健康づくりに

も引き続き力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま関係事

業所、関係機関と方策を検討するという答弁があり

ましたので、今後に期待したいと思います。 

 それでは、大綱３、炭鉱遺産公園構想について。

炭鉱遺産公園構想策定資料のうち市民の参加を促す

吸引力ある場つくりについてとあります。まず、第

１にこの機会に敷地内に桜の植樹をすることで一定

の貢献をしたいという市民の声が私のところに届い

ています。これらについて受け入れる余裕はあるの

でしょうか。伺います。 

 ②で、火まつりとあわせて来赤を希望する東京赤

平会の皆さんに桜の植樹のようなテーマを提示して

はどうか。東京赤平会の皆さんで当面来赤の予定が

なくても公園整備に協力された方が将来の来赤を楽

しみにできるようなテーマに絞ってお願いしてはど

うでしょうか。 

 ③、札幌居住赤平出身者の将来の立ち寄りのきっ
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かけづくりとしても札幌赤平会設立を検討してはど

うか伺います。 

〇議長（北市勲君） 企画調整課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 炭鉱遺産公園構想

についてお答えをさせていただきます。 

 本年１月に完成した赤平市しごと・ひと・まち創

生総合戦略の中で炭鉱遺産公園整備を重点施策とし

て位置づけまして、ズリ山展望広場周辺から旧住友

炭鉱立坑やぐら周辺までの区域を活用するために既

に立坑やぐら、事務所、浴場並びに自走枠工場の建

物の無償譲渡や土地の借り上げに関しまして、本年

３月31日付で市と民間所有者の間で合意書を交わし

ているところであります。６月中に本契約を締結し

たいというふうに考えております。また、炭鉱遺産

公園の基本構想を作成するため既に有識者や市民団

体、行政と意見交換を行っておりますが、６月中に

ＮＰＯ炭鉱の記憶推進事業団の理事長並びに常務理

事の有識者、また赤平コミュニティガイドクラブＴ

ＡＮｔａｎ、行政関係各課の職員で赤平市炭鉱遺産

活用検討協議会を発足いたしまして、市民説明会を

経て、遅くても本年度内には構想を取りまとめたい

という予定になっております。そこで、桜の植樹を

行うことで貢献したいという市民の声が届いている

とのお話でございますが、大変ありがたいことであ

ります。既にあかびら創生基金に対する複数の企業

や市民の方々から寄附金をいただいておりますが、

こうした寄附金に限らず、植樹のご協力につきまし

ても地方創生はオール赤平で取り組むといった趣旨

に合致するものでございまして、ぜひとも基本構想

の中で効果的な活用方法につきまして検討させてい

ただきたいと思います。また、植樹や植花などに関

しましては、参加型の事業展開をしていただくこと

で炭鉱遺産公園へ再度訪れ、愛着心を育むきっかけ

となると思いますので、市民に限らず、東京赤平会

のように赤平市にゆかりのある方や関心をお持ちの

方などにも参加をいただけるような取り組み方法を

検討してまいります。 

 さらに、札幌赤平会の結成に関しましては、確か

に年齢を問わず当市からの転出先として最も多いの

は札幌市だと思います。しかし、こうした団体を結

成するには、個人情報等が制約される時代の中で、

行政だけではなく、各年齢層単位での協力体制を構

築する必要がございまして、そのための準備期間も

要するということから、すぐに結成というふうには

なりませんが、目的や想定される事業、体制づくり

などについて検討してまいります。いずれにいたし

ましても、市民を初め、赤平を応援していただける

皆様のお力添えをいただきながら地方創生を推進し

てまいりたいと思いますので、ご理解いただきます

ようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 非常に前向きな

答弁で、ありがとうございました。私どももこれら

のことについて協力していきたいなと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時００分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序４、１、市有地の活用について、２、Ｐ

ＤＣＡサイクルについて、議席番号６番、向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告に従いまし

て、質問させていただきます。よろしくご答弁のほ

どお願いいたします。 

 初めに、大綱の１、市有地の活用について質問さ

せていただきます。①、公会計制度における市有地

の評価についてでありますが、もうじき公会計制度

が導入されますが、会計のあり方を企業会計や世界

基準の会計システムに近づけることで他との比較や

財務内容がわかりやすくなることを目的にしており

ます。もちろん企業と自治体の財務運営や会計が同

じになるわけではありませんが、財産の運用や負債

の内容など、多くの人がわかりやすく比較、検討す

ることができやすくなります。その点では市の財産



 －64－ 

台帳の整備から始まるようでありますが、財産の適

正な評価というのが必要であります。現在進められ

ている土地などの資産評価はどのような方法でなさ

れるのかお聞きいたしたいと思います。よろしくお

願いします。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 公会計制度におけ

る市有地の評価についてお答えさせていただきま

す。 

 国からの通知に基づき、平成29年度までに統一的

な基準による地方公会計を導入することとし、昨年

度から固定資産台帳含めて財務処理の整備を進めて

いるところであります。そこで、当市としての市有

地の評価につきましては、評価方法の選択に当たっ

て精度の高い評価方法を採用することが望まれます

が、時間的制約等があることから、評価の精度を維

持しつつ簡便な評価方法を採用することとして、国

からの資産評価及び固定資産台帳整備の手引きに基

づき固定資産税概要調書による地目別平均単価を採

用し、評価を行っているところであります。今後は

財務会計システムなど関連システムの対応などを進

め、国から要請のありました平成29年度までに財務

処理の作成を完成するよう着実に準備を進めてまい

りますので、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 公会計上の適正

な評価といいますけれども、この適正という言葉の

上では適正というのは聞こえがいいのですが、現実

は非常に難しい内容でありまして、固定資産税に使

う評価をもとにするということでありますが、土地

の評価というのは毎年出される全国の路線価格だと

か直近の売買時価額、また鑑定士による価格評価、

企業などは取得時の簿価だとか、最近の企業会計で

は資産評価を簿価でなく時価評価し、その増減を損

益にも反映させなさいというような方向になってき

ております。市の土地評価も今後公開されることに

なりますけれども、市有地の評価について、今後そ

れをもとに市有地の活用を図るときの指標となっ

て、売買価格だとか貸し付けの価格を決める際の基

準になることが求められますので、民間取引にまで

影響がありますので、乖離のないようにお願いした

いし、今後も、今簡便な方法で国の定める基準によ

るということがありますが、精度の高い評価に向け

て、検討されたいということをお願いしたいという

ふうに思っております。 

 次に、②の遊休地の活用計画についてお伺いいた

したいと思います。４月に赤平市の公共施設等総合

管理計画が出されましたけれども、施設に付随する

土地は計画が策定されているようでありますが、そ

のほかの公営住宅の跡地や現在利用されていない市

有地部分の活用計画も策定されるべきではないかと

思います。都市計画でそれぞれの用途が定められて

いると思いますけれども、将来的に利用する予定の

ないところは未利用地の不要財産と言うべきではな

いでしょうか。そのようなところは積極的に公開し、

民間利用などを図るべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 遊休地の活用計画

についてお答えをさせていただきます。 

 人口減少や少子高齢化など社会経済情勢の変化に

対応したこれからの公共施設全般の基本方針を定め

る赤平市公共施設等総合管理計画を本年４月に策定

したところでありますが、本年度に赤平市小中学校

適正配置計画の変更について協議されるため、その

結果をもとに本計画の完成版とさせていただきたい

と考えております。そこで、本計画の中では施設用

途別の基本方針で定められていない遊休公共施設並

びに遊休地につきましては、基本的には売却を目指

すこととなっております。なお、売却に当たっては

不動産鑑定手数料の経費なども要するために情勢を

見きわめながら検討してまいりたいと思いますの

で、ご理解いただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 これ遊休不要財
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産という位置づけになれば基本的には売却で処理と

いうことで進められるということでありますけれど

も、本年で公共施設総合管理計画の終了ということ

でありますが、施設以外の遊休地についても検討さ

れるということでありますので、了解いたしました。 

 その点について、今度今まで進められてきた経過

についてお伺いいたしたいというふうに思っていま

す。③の遊休地の売却、貸与などについてお伺いし

たいと思います。今まで売却、貸与された市有地に

ついて、それぞれ個別に協議されたのか、何らかの

ルールに基づいてなされたのかお伺いいたしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 市有地の売却、貸与等

についてお答えいたします。 

 売却につきましては、その土地の用途地域をお示

しさせていただきまして、都市計画上の用途に適し

たものでなければならないことをご理解いただいて

いることを前提といたしまして売買契約を結ばさせ

ていただいておりますし、貸与につきましても申し

込まれるときにどのような利用されるのか伺った上

で、住民の福祉に反さない限り、使用目的、貸付期

間、貸付料、使用上の制限など契約書に記載いたし

まして、契約を取り交わしているところでございま

して、遊休財産につきましては売却、貸し付けなど

有効に活用するなど固有財産の適正かつ効率的な運

用に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 市の土地につい

ては利用計画というのは基本的に企画財政というこ

とになるでしょうし、売買や使用の契約は総務課、

利用されている間はそれぞれ教育委員会、建設、農

政課、商工労政だとか、それぞれの所轄する課に分

かれているようでありますが、それぞれ不要になり

かけるとかその計画から外れていくとか、そういう

未利用地の土地はやはりそれを不要財産としてどう

処理をするかということが先ほどの公共施設総合管

理計画をつくられたような協議会なり委員会なりに

付託して、処理を迅速にするということが必要でな

いかというふうに思っております。不要財産にする

かしないかというのが今利用している各課に委ねて

いてはやはりちょっとスピード感に欠けていくので

はないかというふうに思いますので、そう考えます

ので、検討されていただきたいというふうに思いま

す。 

 関連しまして、次に④の都市計画の見直しについ

てでありますけれども、総合戦略と赤平市都市計画

マスタープランとの整合性を図るためにも早い時期

に都市計画の見直しを図るべきではないかというふ

うに思っています。かつてのように地域が発展、拡

大していくときは都市計画の１つの網というのが非

常に有効に活用していくのですけれども、現在の赤

平の人口の動向だとかを見ますときに新たな視点か

ら都市計画が必要ではないかというふうに思ってお

ります。現在住宅地や未利用地に自然エネルギーの

活用が散見されておりますけれども、都市計画との

整合性だとか地域住民などの理解が求められていく

のではないかというふうに思っております。今後民

間活用を進めて、赤平の活性化に大きく寄与するも

のと思いますので、今後の市のあり方、コンパクト

なまちづくりを示すためにも現在の計画を見直すべ

きではないかと思うのですが、いかがお考えかお聞

きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 都市計画の見直しについ

てお答えをさせていただきます。 

 近年は急速な人口減少、少子高齢化など社会経済

情勢の変化が生じてきており、都市計画においても

拡散型の都市構造が収束し、今後のあり方として機

能集約型の都市を目指すコンパクトなまちづくりへ

の対応が求められております。用途地域制度は、都

市計画地域、地区の中で必要最小限の基礎的な土地

利用規制の単位である都市全体にわたる住居、商業、

工業、その他の都市機能の配置を都市計画として定
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め、混在を防止することを目的としており、本市の

現在の用途地域は平成14年度に最終の見直しを行っ

たものであります。用途地域の見直しに当たっては、

本市の総合戦略において雇用の確保、地場産業の振

興など、さまざまな施策で持続可能な地域社会の構

築を目指していることから、企業誘致や住宅建設地

などに向けた遊休市有地の有効活用も考慮しなけれ

ばなりませんが、住居系、商業系、工業系の用途地

域の変更は都市構造に大きな影響を与えますことか

ら、赤平市総合計画、北海道が策定する整備、開発

及び保全の方針、赤平市都市計画マスタープランと

の整合が必要となってまいります。そのようなこと

から、まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確

立し、地区別のあるべきまちの姿を定める都市計画

マスタープランの次期計画の見直しを本市総合計画

との整合性から平成30年度に実施する予定でありま

すので、あわせて用途地域の見直しも行ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解をいただきたく

お願いを申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 現在の都市計画

が14年度に立てられたということでありますし、30

年度に見直しをしたいとのことでありますが、やは

り今はスピード感が求められておりますので、30年

度に改正されるならば、そろそろ準備を始める時期

ではないかというふうに思っておりますし、市民だ

とか、広範なさまざまな意見を取り入れるためには

早目にスタートするのがいいのではないかというふ

うに思っております。いずれの大綱の１の質問につ

いては、大きな市有地の活用ということを、不要遊

休地の取り扱いが主ですけれども、まちの活性化を

図るためには遊休地、市有地をいかに民間活用させ

て、活性化を図るかということがやはり大事なこと

ではないかというふうに思いますので、よろしく今

後も検討されるよう要望いたします。 

 次に、大綱の２のＰＤＣＡサイクルについてであ

ります。これＰＤＣＡサイクル、目的達成のための

計画、プラン、計画の実行、ドゥー、実行したこと

による結果の評価、チェック、よりよい結果を出す

ための計画の改善、アクトの４つの行程を繰り返す

ことによって業務改善をして、効率化するというこ

とが一つの目的で、最近民間企業からいろんな事業

に取り入れられて進められておりますけれども、今

回の赤平市の総合戦略にもこれがうたわれて、きち

っと検証しながら進めるということでありますが、

市政において事業の目的を定めて、計画がつくられ、

実行するための予算が組まれる。その部分をまた議

会が審議して、承認して、事業がスタートするわけ

でありますが、事業の結果の評価の取りまとめであ

るとか、よりよい結果を出すための改善計画などを

検討する部分が少し欠けているのではないかなとい

うふうに思います。ＰＤＣＡサイクルの本来の運用

からすれば、それぞれの部分がもっとオープンにさ

れ、広範な意見を取り入れる仕組みでなければなら

ないような気がいたします。現在実際に教育委員会

では、毎年事務の管理及び執行の状況についてみず

から点検及び評価を行って、公表しております。さ

らに、第三者の知見も取り入れるということで、客

観的な評価がなされているのではないかなというふ

うに思っております。これは法律に基づいて議会に

報告しなさいということになっておりますので、こ

のような姿勢があるかと思いますけれども、このこ

とが市民とともにまちづくりをするということに非

常に大事なことではないかなというふうに思ってお

ります。全ての事業に取り入れることは困難にして

も、客観的な評価を取り入れることができればと思

いますが、どのようにお考えか、事業についてのＰ

ＤＣＡサイクルを取り入れる考えについてお伺いい

たしたいと思っております。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） ＰＤＣＡサイクル

についてお答えさせていただきます。 

 本年１月に策定した赤平市しごと・ひと・まち創

生総合戦略、これにつきましては市民代表者などで

構成する総合戦略会議並びにみらい部会において評

価、改善等のＰＤＣＡサイクルを導入することとな
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っておりまして、行政内におきましてもこれまでの

総合戦略策定組織から変更し、本年５月１日に赤平

市しごと・ひと・まち創生推進本部を発足し、本組

織の中には４つの基本目標に合わせた専門部会及び

ワーキンググループを設置しており、ＰＤＣＡサイ

クルによる協議を行うこととなっております。また、

戦略会議等によりますＰＤＣＡサイクルによる結果

につきましては、市民の皆様を初め、公表するとい

うことになっております。このように市政や行政全

般にわたる重要施策に関するものにつきましては、

組織体制の中でＰＤＣＡサイクルを含めた作業を進

めてまいりますが、個々の分野における内容につき

ましては各課、各係自身が常にこのＰＤＣＡサイク

ルなどを念頭に置いて業務に当たっていると思いま

すので、ご理解をいただきますようお願いいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 この事業評価と

いう部分については、議会では市の事業について予

算、決算では財政的な部分が主でありますし、この

ような一般質問の中で機会があるわけですが、少な

い議員の中では全てを網羅できるということはほと

んど不可能ではないかと思いますし、執行される側

からのやはり事業評価がなされるべきではないかと

いうふうに思っております。最終的には市の財政を

いかに効率的に使われるかでありますし、ＰＤＣＡ

サイクルの導入が事業仕分けのためではなく、市の

財政が公会計の導入によって一般会計のようにわか

りやすくなりますが、この損益の部分でいきますと

財政を使って経費があるわけで、それに応じて利益

が生じるという部分は企業とは違ってわかりづらい

のですけれども、このＰＤＣＡサイクルによって市

民の福祉の向上、生活の向上だとか、赤平の活性化

というのが利益の部分につながるわけで、それを最

大限に発揮するということの評価はやはりされるべ

きでないかなというふうに思います。それを検討し

ていかれたいと思います。 

 以上で私の今回の質問を終わりたいと思います。

ご答弁ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 質問順序５、１、当市の経済

政策と産業活性化のあり方について、２、炭鉱遺産

構想と赤平炭鉱立坑櫓取得について、３、除雪費助

成制度におけるきめ細やかな対応について、４、超

高齢化社会における対策について、議席番号５番、

若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、一般質問を行いますので、答弁のほどよろし

くお願いいたします。 

 大綱１、当市の経済政策と産業活性化のあり方に

ついてであります。安倍政権の経済政策はアベノミ

クスではなく、アベコベノミクスとまで揶揄されて

おり、金融緩和、財政出動、成長戦略の３本の矢に

限界論が指摘される中で、社会の矛盾やジレンマの

意味でアベパラドックスという造語まで出ており、

自信を持って始動した経済政策も効果があらわれ

ず、10％の消費税増税も２年半の先送りとなりまし

た。最近の新聞報道にて、企業の利益格差が最大と

なり、３年で倍の19兆円に、大手に恩恵、中小に打

撃との見出しが目に入りました。日本経済は、依然

として低迷している状況にあります。消費増税先送

りにより収入源が不足すると、国家予算全体に影響

してきます。特に福祉政策は今後後退することが懸

念され、道内の経済状況も低調ぎみの中で、2015年

度北海道の貿易収支は445億円の赤字とのことでご

ざいます。そのような状況下で当市の今後の経済政

策の行方や産業の活性化はどうすべきなのか。基本

的には赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略に基

づくものでありますが、具体的にはどのような考え

方にて産業全体に、また各企業への活性化策を進め

ていくのか伺いたいと思います。 

 ①、企業への具体的支援について。国の示す総合

戦略の名称、「まち・ひと・しごと」を総合戦略会

議の議論の中から当市での名称はものづくりのまち

を重視した「しごと・ひと・まち」となりました。

当市は、赤平市創生戦略の最重要課題に人口減少対

策、言いかえれば人口確保対策を挙げております。
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その柱となるのは、産業の活性化、特に地元企業の

育成であり、それに関連する住宅施策、子育て支援

策を位置づけております。移住、定住促進政策につ

いては総合戦略会議や議会の議論の中から助成措置

等も充実し、環境整備が進められ、子育て支援策も

みらい部会からの意見や提言、議会の議論も踏まえ、

具体的に進められているかに見えますが、基本とな

る産業の活性化、企業支援についての具体策につい

てどのように進められていくのでしょうか。私は、

今までに将来の企業支援には人材育成が何よりとの

考え方をこの場で訴えてきました。しかし、行政と

して今後どのような形で産業支援、企業支援を進め

ていくのか現段階での具体的な考え方があれば伺い

たいと思います。現在までに起業支援事業や新規就

労者助成事業、人材育成・定住促進奨学金制度がで

きましたが、他の自治体にも同様のアイデアがそれ

ぞれに発表されてきております。現在当市において

赤平高校がなくなったことのデメリットは非常に大

きく、このことをカバーするためには全ての基準を

見直すとか助成額をふやすとかのさらなる支援対策

の検討も必要ではないかと私は考えておりますが、

いかがなことでしょう。あわせてお尋ねいたします。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 企業への具体的

支援についてお答えをいたします。 

 このたび策定いたしました赤平市しごと・ひと・

まち創生総合戦略につきましては、赤平市の人口減

少対策に向けた最大の強みは優良企業が市内に存在

し、働く場があるということであり、その強みを生

かし、仕事が人を呼び込み、定着し、魅力あるまち

を形成するため仕事の優先性を生かした総合戦略と

なっており、地元産業の強みを生かした雇用確保と

地域産業の振興について平成27年度から31年度まで

の５年間で各施策を図るとなっております。具体的

な施策といたしましては、各企業に聞き取りを行っ

た結果、働く場はあるものの、人材の確保に苦慮さ

れている実情にあるということから、赤平の企業を

紹介した情報誌の発行や各企業のインターンシップ

の受け入れ、近隣の高校への合同企業説明会の実施

など、雇用の確保に努めることとしており、おのお

の実施に向け、既に動き出しをしているところであ

ります。議員がおっしゃりました企業への支援とい

うことにつきましては、既に企業振興促進条例によ

る設備投資に対して投資額に対する助成、雇用に対

する助成、課税免除について制度設計をしているほ

か、中小企業融資条例による運転資金や設備資金の

融資、保証料の補給、利子補給につきましても運用

をしております。また、起業支援事業や新規就労者

助成事業、定住促進奨学金制度につきましては、し

ごと・ひと・まち総合戦略において今年度より新た

に始まった施策でございまして、まさに今動き出し

が始まったばかりでありますので、今後予定してお

ります創生戦略会議の中でＰＤＣＡサイクルにより

検証してまいりたいと思いますので、ご理解いただ

ければと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今の説明により

まして、新しい取り組み、これについてはいろいろ

と実施に移されているということでございますの

で、この点については理解していきたいと思ってお

ります。 

 続きまして、平成16年度の当市の製造品出荷額は

242億1,489万円で、空知において２番目の出荷額で

ありましたが、平成26年度は214億8,583万円となり、

岩見沢市、砂川市、奈井江町に次いで４番目までに

大きく出荷順位を落としております。この10年の間

に大幅に出荷額を落としたその原因を企業や行政で

はどのように分析しているのでしょうか。伺いたい

と思います。 

 また、経済低迷の道内において、この空知の中で

現在の出荷額を維持し、さらに順位を引き上げるに

は企業自身の努力に加え、行政からの抜本的な対策

が必要かと思います。先日の議会運営委員会の意見

書案採択における最低賃金引き上げの審議では、こ

の意見書案が否決となりました。恐らく本会議でも

否決されることになることでしょう。国の経済政策
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における地方の賃金格差のひずみの影響でしょう

か。当市の各企業の経済体力では最低賃金の引き上

げは無理との考え方が根底にあります。過去には炭

鉱のまちとして、現在はものづくりのまちを自負し

ている当市において、いかに企業の体力が今低下し

ているかという議会での一つの判断ではあります。

当市の将来の経済力を考えたとき企業間連携は必然

でありますが、行政も企業の中に入り、一体となっ

ての取り組みが必要になってくるのではないでしょ

うか。場合によっては十分な資金対策も含めた検討

が必要かとも思います。製造品出荷額向上への総合

的な取り組みについての考え方があれば示していた

だければと思います。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 製造品出荷額に

つきましては、平成16年以降に企業の撤退ですとか、

リーマンショックによる世界経済の大幅な景気後

退、また東日本大震災等による消費の減少等により、

平成23年には製造品出荷額が181億6,000万まで落ち

込みましたが、各企業における企業努力や産炭地基

金の新産業の取り崩しによる設備投資の支援、また

企業振興促進条例による支援の拡充を図りながら出

荷額の回復に努め、平成26年では214億8,000万円ま

で回復をしているところであります。いずれにいた

しましても、地場産業の安定した経営が製造品出荷

額を維持し、地域経済の発展の足がかりとなります

ので、今後とも各企業との連絡を密にし、生の声を

お聞きしながら各制度等のあり方につきまして検証

をしてまいりたいと思いますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 取り組みについ

ても理解するところでありますが、出荷額が落ち込

んだ原因については私も今聞いて、理解するところ

でありますけれども、経済不況の同じ条件下で当市

だけが落ち込んだのは製品の需要動向の変化や物流

の変化等もあったのではと私なりに分析していると

ころでございます。数多い各企業の体質、体力を強

化し、企業全体の出荷額の底上げを図る知恵や強力

な財政支援が必要かと思います。かつては産炭地基

金の活用もできましたが、現在はなくなりました。

新たな独自の財源が必要かと思います。近隣自治体

との連携強化に加え、道庁や空知総合振興局との連

携等はいかがでしょうか。市長が先頭に立ってのト

ップセールスも必要でありましょう。行動力のある

市長に期待したいと思うところでございますが、い

かがなことでしょうか。市長からの答弁をお願いし

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島美孝君） 中小企業者、あるいは小規

模事業者等につきましては、厳しさを増す外部環境

を生き抜くべくさまざまな課題に取り組んでおりま

す。このような中小企業、小規模事業者を支援する

べく当市におきましてはさまざまな支援策を展開し

ておりますけれども、道や国におきましても予算や

税制などさまざまな支援策を用意しておりますが、

制度の内容について、これを各企業が把握し切れて

いないという状況があるかもしれませんので、国や

道と連携を図り、各制度の情報提供に努め、近隣自

治体との連携につきましても情報共有を図りながら

連携について検討してまいります。また、市だけで

は、財政状況も勘案し、全ての支援制度を網羅でき

ない部分がありますので、支援制度がそろっていな

い部分につきましては国や道が補完し、支援すると

いった連携を行うことによりまして、各企業の要望

に応えていくことが必要であります。私自身もその

ような制度が必要な場合につきましては、トップセ

ールスとして国や道に働きかけをしてまいりたいと

いうふうに思っていますし、地場企業の安定した経

営が大前提でありますので、各企業の要望を把握し

まして、本社等にも働きかけをさせていただきなが

ら市と企業がスクラムを組んで産業の活性化に努め

てまいりたいというふうに思っております。いずれ

にいたしましても、いかなる企業も赤平から撤退を

してはいけない、撤退はさせてはいけないという強

い信念を持って私は市政に当たっているつもりでお
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ります。本社のセールスも含めまして、国、道との

情報を共有いたしまして、商工会議所や企業の方々

と連携を密にし、努力をしてまいりたいというふう

に思っておりますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまのお話

の中で１つ気になるのは、企業がやはりそういうい

ろんな法律を把握していない。これは本当にもった

いないなと、こういうふうに思いますので、これは

やはり企業の中に入り込んで、調べて、いろいろと

連携をとっていく必要があるかなと、こんなふうに

思います。菊島市長におかれましては、赤平商工会

議所の出身でもありまして、道内の経済界にも通じ

ていることでございます。中央にも人脈がおありの

ようですので、トップセールスマンとしては最適任

者かと思っておりますので、ぜひ当市のためにご奮

闘いただきたいと願うところでございます。 

 ②、財政調整基金の活用についてであります。総

合戦略会議や総合５カ年計画の中で最大の政策課題

は人口確保対策でありますが、経済政策においては

産業の活性化が最重要課題であり、さきに述べまし

たように、今後における予算には各企業のさらなる

体力強化のための抜本的財政措置が必要と考えてお

ります。かつては産炭地基金が存在しており、市内

企業の活性化に大きく貢献してまいりましたが、今

はその基金もありません。それにかわる資金対策が

必要ではないのでしょうか。堅実財政の反面、将来

にわたっての先行投資も必要かと思われますし、そ

のためには財政調整基金の活用も視野に入れる必要

もあるかと思うところでございます。現在の財政調

整基金は高尾前市長の血と汗の貴重な遺産となった

わけでありますが、将来の赤平市のために利用され

るのであれば許されることではないでしょうか。い

かがなことでしょうか。お伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 財政調整基金の

活用についてお答えをいたします。 

 先ほども申し上げましたが、各企業への聞き取り

の中で雇用の確保が困難になってきているというこ

とから、総合戦略の中でも重点施策として位置づけ

をしており、また前回の議会の中でも議員から質問

のありました人材育成につきましても重要な施策だ

と考えております。赤平市しごと・ひと・まち総合

戦略につきましては、毎年創生戦略会議においてＰ

ＤＣＡサイクルによる検証を行うこととなってお

り、地域産業の振興につきまして各企業の実情を捉

えた上で新たな支援策が必要な場合には見直しをし

ていきたいと思います。財政調整基金につきまして

は、不測の事態に備えた基金であり、性質が異なる

ものでありますので、財政調整基金ありきではなく、

適切な管理を行いながら、資金が必要な場合につき

ましては今年度創設されましたあかびら創生基金や

国の制度等を活用し、財源の確保を図ってまいりた

いと思いますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 赤平創生の戦略

におきまして、経済政策は最も重要であり、将来の

当市に大きく影響してまいります。賃金アップする

ことで人が集まるというのは、これ基本的な原則で

ございます。こういうこともいろいろとつながるこ

とも企業との連携も必要でないのかなと、こんなふ

うに思うところでございます。以前の定例会におき

まして、当市における財政調整基金の適正額と運用

額について質問したことがございますが、当市の将

来にとって本当に必要な事業であれば運用してもよ

いのではと考えております。今年度創設されました

あかびら創生基金には必要に応じて財政調整基金か

らの繰り入れもできると思いますので、ただいまの

答弁で理解をするところでございます。 

 大綱２、炭鉱遺産構想と赤平炭鉱立坑やぐら取得

についてであります。過日行政常任委員会におきま

して、炭鉱遺産公園構想策定についての資料が提起

され、説明がなされましたが、重要な案件でありま

すので、行政常任委員会での議論をあえて定例会に

移し、再度質問してみたいと思います。当市で赤平
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炭鉱立坑やぐらを取得し、所有権を持つという話は

今までの駅裏開発構想の過程の中にはなく、ことし

の市の新年交礼会で市長の挨拶にて初めて耳にした

のが始まりであります。３月の第１回定例会で初め

て立坑の無償譲渡の話が近々まとまり、住友社との

契約を行える状況にあるとの答弁がなされ、当市に

とって貴重な財産の取得としての説明だけであり、

正式に改修や維持、存続に関する計画や市民に対す

る財政負担についての説明もなく、単純に炭鉱遺産

構想に必要なものであるとの考え方だけであったは

ずでございます。私もズリ山炭鉱遺産などを利用し

ての駅裏開発については賛成の方向で毎年のように

意見を述べてきましたが、立坑を市の財産として取

得、所有するとなると、今までの議論とは全く考え

方が変わります。昭和38年に完成して以来五十数年

を経た立坑を修復するとなると、多額な予算を費や

し、なおかつ維持費を数十年にわたって毎年支出し

ていかなければならないことになることでありま

す。炭鉱遺産公園構想策定の内容については、目標

やコンセプトには理想は描かれておりますが、肝心

の立坑整備規模、そしてそれに伴う予算計画も示さ

れていないわけであります。資料提供に当たって大

枠の策定構想や整備計画であれば、それなりの大枠

での予算案も提示されなければ、今後への検討に向

けて皆目見当がつかない話になるのではないでしょ

うか。まず、この点についてどう考えているのか伺

いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） これまでの駅裏開

発構想につきましては、ズリ山展望広場の市有地を

活用した内容でありましたが、このたびの炭鉱遺産

公園につきましては赤平市しごと・ひと・まち創生

総合戦略施策として立坑やぐら周辺までの民有地を

含めた活用が位置づけられたものでございます。こ

うした位置づけとともに急遽炭鉱遺産を保存、継承

するための課題に直面いたしまして、本年１月から

民間事業者と市の間において、限られた時間の中で

優先課題を解決するため協議を重ね、事業者として

も当市の経過や思いをご理解をいただき、３月末に

建物の無償譲渡と土地を固定資産税相当額で市が借

り上げることについて合意されたところでございま

す。また、立坑やぐらに多額な予算をかけての修復

とのお話がございましたが、道内大学の建築学の教

授などに現地確認をいただいたところ、30年以上倒

壊のおそれはないとお聞きいたしておりまして、全

く予算をかけずに見守り保存とすることも選択肢の

一つとして考えられますが、一定程度予算をかけて

この30年以上さらに延命するという方法もあります

ので、こうしたことを含めて、いかに最少経費で効

果的活用を行っていくのか、有識者を含めました赤

平市炭鉱遺産活用検討協議会を６月中に発足いたし

まして、基本構想について協議をし、経過について

は随時議会のほうにもご報告をさせていただき、ま

た案がまとまった段階においては住民説明会を開催

し、この基本構想を策定していきたいというふうに

考えておりますので、ご理解いただきますようお願

いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 立坑取得に係る

予算論議は別といたしまして、炭鉱遺産活用検討協

議会を開催して、住民説明会を開催してから基本構

想策定ということについては理解することといたし

ます。 

 続きまして、①、取得により変わるそれぞれの価

値観についてであります。このたびの取得計画によ

り炭鉱遺産、学術的遺産としての構想が大きく膨ら

むことで、各種遺産を重要視する方々や観光に役立

てようとして活動している関係者皆様には大変価値

あることだと思われることでありましょう。炭鉱遺

産保存への考え方はすばらしいことであり、重要文

化財、北海道遺産、日本遺産、ひいては世界遺産を

目指すその志は崇高なことでございます。そういう

意味では、長い間地道に旧炭鉱諸施設の保存活動を

推進してまいりました炭鉱の記憶推進事業団を初め

とする有識者や地元の赤平コミュニティガイドクラ

ブＴＡＮｔａｎ等関係者皆様には心より敬意を表す
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るところでございます。赤平炭鉱立坑やぐら自身の

価値については、私もそこで炭鉱労働者として働い

てきた一人でありますので、遺産と言われる諸施設

には十分に評価し、理解するところでございます。

しかし、反面立坑の所有は当市の大きな財政負担に

つながり、このことから市民の皆さんの考え方は変

わってまいります。国の経済政策も先行き不透明の

中でさらに高齢化は進み、年金生活者が多い当市に

は生活の安定を望む声のほうが多いと思われません

でしょうか。ヤマの仲間を中心にいろんな方々に聞

いてみました。立坑存続は赤平のシンボルとして必

要だ、しかし所有するのは金がかかり過ぎるという

声が主流であります。低所得者や年金生活者がどれ

だけ多くの賛成の声を上げるでしょうか。私は、学

術的価値観と財政的負担への市民感情の違いについ

て申し上げているのであります。私は、炭鉱遺産を

絡めた駅裏開発構想には今でも賛成であります。し

かし、将来的に市民生活に支障を来たしかねない立

坑取得についての考えには異論を唱えるところでご

ざいます。一番わかりやすいのは、市民投票にて全

市民に賛否を問うことが必要であり、その後に契約

締結してもよいのではないかと思っております。い

かがでしょうか。立坑取得に当たって、それぞれの

立場によって価値観はより鮮明になってまいります

が、私の意見にも耳をかしていただきまして、行政

側の考え方を伺いたいと思います。予算の今の使い

方について少しずつ理解するところでございますけ

れども、この点についてよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 取得により変わる

それぞれの価値観についてお答えをさせていただき

ます。 

 立坑やぐらを初めとする炭鉱遺産に関しまして

は、平成11年に産業考古学会から学術的、文化的に

貴重な産業遺産として認定され、平成13年には北海

道遺産にも選定されており、既に価値あるあかしと

して位置づけられております。また、北海道大学名

誉教授を初めとする有識者の皆様からも高い評価を

いただいており、昨年は道の若手職員が中心となっ

て、プロポーザル型政策形成事業として北海道の産

業革命遺産等の保全、活用に関するグランドデザイ

ンが作成をされ、北海道知事としても、北海道には

日本遺産がないことから、平成30年に北海道150年を

迎えることや産業遺産を地域の生活や経済に生か

し、近代化の歴史を再評価し、北海道ミュージアム

構想を策定すべきとの見解を示しております。その

ため民間所有であった炭鉱遺産を無償譲渡していた

だく正式契約を締結することによりまして、本市の

考え方によってさまざまな事業展開が可能となって

まいりますので、道や有識者、関係市、町と連携を

図りながら日本遺産を目指し、これが認められるこ

とによってさらなる価値観を見出すことにつなが

り、教育や観光、特産品開発など多岐にわたる事業

効果が期待できると考えております。なお、整備方

法や維持管理に関する財政負担につきましては、い

かに最少経費で最大効果を上げることができるかと

いったことは当然のことながら念頭に置いて検討し

てまいりますし、市全体予算のバランスの中で計画

的に推進していく必要があります。また、市民投票

の件につきましては、昨年の協議過程を踏まえ、実

施する考え方はございませんが、先ほども申し上げ

たとおり、炭鉱遺産公園の活用方法に対する市民か

らの意見等を伺う場は設けてまいりたいと思います

ので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 財政負担を考え

るとき、私はまず文化的なことよりも市民生活の安

定を第一に考えるべき、このように思っております。

まずは、市民の声を幅広く聞くことが最も大切であ

ることを申し上げておきたいと思います。 

 ②、国や道の財政支援の見通しについてでありま

す。重要文化財、北海道遺産、日本遺産を目指すに

は、個人や団体のみでは到底なし得なく、財政面な

ども含め、国や道の協力がなければ到達できません。

空知総合振興局も粘り強く取り組んでくれているよ

うでありますが、北海道自身がどう考えているのか
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であります。空知総合振興局扱いから格上げとなり、

道の中枢での取り組みになっているとか、道議会ま

での取り組みまでに進展しているとか、先行きが見

えておりません。現在までの行政や民間団体の取り

組み経過や進捗状況についてお尋ねいたします。ま

た、行政側や各団体も国の関連機関に働きかけてい

ると思いますが、反応はいかがなものでしょうか。

あわせて答弁いただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） これまでの経過や

進捗状況につきましてお答えをさせていただきま

す。 

 平成15年に赤平市で開催されました第６回国際鉱

山ヒストリー会議を機に炭鉱遺産の保存、継承活用

に対する関心が高まり、平成17年には赤平コミュニ

ティガイドクラブＴＡＮｔａｎが設立をされ、平成

21年には空知管内の炭鉱町以外の首長を含め、北海

道大学や札幌国際大学、札幌学院大学、札幌市立大

学の教授や旅行会社など、空知総合振興局が事務局

となったそらち「炭鉱の記憶」で地域づくり推進会

議も設立をされ、ツアーガイドを初め、さまざまな

事業が継続的に展開されております。また、先ほど

申し上げましたように、昨年は道の若手職員が中心

となって、北海道の産業革命遺産等の保全活用に関

するグランドデザインが作成され、北海道知事とし

ても北海道ミュージアム構想を策定すべきとの見解

を示しました。本年６月２日にもそらち「炭鉱の記

憶」で地域づくり推進会議の総会が行われまして、

道の動きも本格化していくことや、また道の道央地

域政策展開方針の施策としても位置づけられている

ことから、空知のみならず、室蘭と小樽も含め、目

標時期を定めた中で日本遺産に向けた構想を図って

いくことで確認をされております。また、国等への

働きかけにつきましては、空知管内の全ての首長で

構成されております空知総合開発期成会として国と

しての炭鉱遺産の評価を要望し続けておりました

が、平成29年度要望に向けて、炭鉱遺産の改修等に

対する支援を追加するよう当市のほうから申し入れ

を行い、本年７月に道、道議会、関係省庁並びに国

会議員に対しましてこの要望書を提出する予定とな

っておりますので、ご理解いただきますようお願い

いたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 国や道の動向に

ついてはわかりましたが、しかし財源確保について

は全てにわたって未確定であります。先ほどからの

お話の中で理解できるのは、こういう形で使ってい

きたい、そのことについては理解してきているつも

りです。しかし、そのための財源確保が確実なもの

でなければならないと、私はこのように思うところ

でございます。財源確保が一番危惧しているところ

でございますので、より確実性のある答弁をいただ

きたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 現状を見込める基

本的な財源のお話といたしましては、地域文化の振

興等を図るための施設で伝統、文化の伝承、展示施

設や伝統、文化をテーマとした公園整備等、過疎地

域において伝承されてきた地域文化財や歴史的遺産

を保存、活用して、地域文化の振興等を図るかの整

備に要する経費は過疎対策事業債の対象となります

が、ただし公共施設に限るものとなっておりまして、

民間が所有する施設についてはこの過疎対策事業に

ついては該当になりません。このたびの民間事業者

と市の譲渡契約が締結された場合の事業費は、償還

金の実質負担が３割となる過疎対策事業債を財源と

することが可能となります。なお、国や道の財政支

援の見通しにつきましては、今月中に有識者と赤平

コミュニティガイドクラブＴＡＮｔａｎ、行政関係

各課で赤平炭鉱遺産活用検討協議会を発足し、具体

的な基本構想を策定する予定となっておりまして、

事業内容が明らかになった段階で改めて国や道の交

付金を財源とすることが可能か、またさらに必要な

要望方法などについても同時に検討してまいりま

す。さらに、クラウドファンディングやふるさと納

税の寄附項目を起こすなど寄附金の活用についても
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検討をしてまいりますので、安易に過疎対策事業債

だけを見込むだけではなくて、国や道に対する財政

支援に関する要望やさまざまな財源確保の手法につ

いて検討してまいりますので、現時点としてお答え

できる分は以上となりますので、ご理解いただきま

すようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの話で

確実性ということについてはちょっとまだわかりま

せんけれども、今後に対しての努力ということも含

めてその辺は理解していきたいなと、このように思

っております。 

 ③、産炭地連携の見通しについてであります。夕

張市から芦別市まで空知の産炭地が一つになり、連

携しなければ炭鉱遺産構想は成り立たないと思いま

す。中でも南空知の岩見沢市と北空知の赤平市が中

心にならなければという専門家の構想もあるようで

ありますが、産炭地各自治体が産業遺産を目指すた

めの連携についてはいかがなことでしょうか。本来

北海道が財政負担しての産業遺産登録となるべきで

ありますが、道が事業資金や活動資金を投入しない

と産炭地の連携そのものが難しいような気がいたし

ます。あわせてご答弁いただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 産炭地連携の見通

しについてお答えさせていただきますが、先ほどの

答弁と重複する点がありますが、改めてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 平成15年に第６回国際鉱山ヒストリー会議、これ

を機に炭鉱遺産活用等が非常に関心が高まったとい

うことがまずあります。また、平成21年には空知総

合振興局が事務局となったそらち「炭鉱の記憶」で

地域づくり推進会議が設立されて、ツアーガイドを

初め、さまざまな事業が継続的に展開をされており

ます。そして、これも先ほど申し上げましたが、本

年６月２日にも炭鉱の記憶で地域づくり推進会議の

総会が行われ、日本遺産へ向けた知事を初めとする

道の動きも本格化していくことや道央地域政策展開

方針の施策としても炭鉱の記憶推進事業が位置づけ

られているということから、空知のみならず、室蘭

と小樽も含めた炭、鉄、港、この歴史のストーリー

性を明らかにして、目標時期を定めた中で日本遺産

に向けた連携を図っていくということで会議の中で

確認をされておりますので、さらにこれまで以上の

連携強化の中で事業が取り進められていくというふ

うに考えております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 産炭地連携の見

通しについては、理解するところでございます。 

 ④、市民レベル協議の必要性についてであります。

昨年末に赤平創生の新しいまちづくりについてあら

ゆる角度から論議、協議され、赤平創生戦略会議に

て基本構想がまとまり、市長に答申されました。大

変ご苦労された西出赤平商工会議所会頭を初め、携

わった学識者の市民各位に改めまして敬意と感謝を

申し上げるところでございます。炭鉱遺産問題につ

いても議論され、市民の声にもいろいろ耳を傾けら

れたかに思いますが、当時立坑の取得、所有につい

ての話やそれにかかわる財政的負担についての論議

はなかったと私は認識しております。総合戦略会議

に対しても市民の誤解を招くことも考えられます。

取得契約締結に当たっては、改めて市民レベルの協

議も必要かと思いますので、この辺はいかがでしょ

うか。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 市民レベルの協議

の必要性につきましては、赤平市しごと・ひと・ま

ち創生総合戦略は市民政策提言や中学生アンケート

などを参考としながら、有識者と市民代表者による

総勢40名の方々で総合戦略会議のみらい部会を発足

いたしまして、熱心に協議を重ねていただき、参加

数はともかく、住民説明会、パブリックコメントを

行ってまいりましたが、これがある種市民レベルの

協議過程であると認識をしております。また、総合

戦略会議とみらい部会の協議の中でも、炭鉱遺産を

市の考え方をもって有効に活用するには民間所有と
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なっている資産を市の資産とするための課題を解決

する必要があるということもお話をした上で、この

施策の位置づけとなっております。その総合戦略の

中の重点施策として炭鉱遺産公園整備、中長期施策

として炭鉱遺産の世界遺産登録等の研究の２つの施

策が位置づけられ、これらの施策を確実に実行して

まいらなければならないと考えております。そこで、

こうした経過を踏まえ、施策実施を前提としつつ、

先ほど申し上げました赤平市炭鉱遺産活用検討協議

会の中で基本構想案を作成した時点で市民説明会を

開催いたしまして、議員の皆様にも随時経過をご報

告させていただき、皆様方の意見等を伺いながらこ

うした有効活用に向けた意見等をもとに最終調整を

行って、基本構想を完成したいというふうに考えて

おりますので、ご理解いただきますようお願いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいま総合戦

略会議における今までに至った経過について述べら

れましたけれども、既に市民レベルでの協議過程は

経ているとの認識とのことでございますけれども、

私が一番こだわるのはここの部分であります。12月

までは、私たちは賛成してきました。しかし、１月

から取得をするということで費用がかかり過ぎるの

ではないかと、このことから疑問を持ったわけでご

ざいまして、ここのところについては改めて確認し

たいと思います。住民説明会やパブリックコメント

の中で立坑取得、所有に当たり、無償譲渡ではあっ

ても、立坑の修復や維持、存続に多額にかかる費用

についての協議や議論をされてきたのかどうか、こ

のことについて改めて伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 先ほども申し上げ

ましたが、総合戦略会議並びにみらい部会の協議過

程の中では現状炭鉱遺産施設を利用するに当たって

民間事業者からの許可が必要な状況となっておりま

して、炭鉱遺産公園整備、これを進めるに当たって

は財産を市が所有することに対する課題を解決しな

ければならないというお話の上で重点施策となった

ということでございます。なお、これも先ほど申し

上げましたが、炭鉱遺産を保存、継承するための課

題が急遽発生したことによりまして、所有に関する

協議を早急に行ったものでありまして、どれだけの

整備費用が発生するかにつきましては、確たる根拠

もございませんでしたので、費用に関するお話は行

っておりませんが、これも市の負担を最小限にとど

めるための整備費用とその財源確保などを含めて協

議を行ってまいりますので、この本年度中の基本構

想の中でこういう計画性といったものをしっかりと

位置づけてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今の説明で何か

すきっとした部分もございますけれども、急遽の課

題が発生したと、このことから今になったと、こう

いうことでありますので、ここのところについては

理解していかなければならないのかなと、こんなふ

うにも思っているところでございます。 

 次に移ります。⑤、維持存続の可否についてであ

ります。炭鉱遺産としての学術的価値は、私も認め

ておりますが、価値はあっても生産性がなく、宿泊

施設もないこの赤平市で他の観光地のような観光資

源にはなり切れるとは思っておりません。立坑やぐ

ら取得契約についての話は進められているようであ

りますが、契約の話がほごになった場合、あるいは

炭鉱遺産に係る計画が議会にて否決になった場合の

立坑やぐらの解体費用の額やその行方はどうなるの

かお尋ねいたしたいと思います。念のためというこ

とで、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 維持存続の可否に

ついてお答えをさせていただきます。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略に位置づ

けられております施策は、決して点として単一的に

捉えるのではなく、さまざまな施策が総合的に実施

されることで成果に結びつけるものでございます。
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中でも宿泊施設整備につきましても総合戦略の重点

施策として位置づけられておりまして、炭鉱遺産活

用も相乗効果を上げるための関連事業というふうに

なってまいります。なお、炭鉱遺産につきましては、

解体を想定するのではなく、いかに保存、継承し、

最少経費で効果的に活用するかといった課題解決を

行うため、今後も議員の皆様方からもご意見を賜り

ながら基本構想を策定し、全てを一気に整備するの

ではなく、財政力に合わせて計画的に推進してまい

りたいというふうに思いますので、ご理解いただき

ますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今の言葉、基本

構想策定、全てを一気に整備するのではなくと、先

ほどもちょっとそういう話がございました。財政力

に合わせて計画的に行うということでございます

が、一定程度の理解はするところでございます。 

 最後になりますけれども、市長の答弁をいただき

たいと思います。人口確保対策事業最優先の当市に

おきまして、経済政策と産業の活性化が喫緊の課題

ではないでしょうか。そのほかに将来における市立

病院の財政健全化、広域連携における赤平消防署の

維持存続、教育面で重要な中学校統合における校舎

新築等にはそれぞれに確実な償還が必然であり、生

産性がなく、多額な維持費がかかる立坑やぐらの取

得、所有は当市にとって今本当に必要なのかどうか

疑問に思うところでございます。理解はしつつも、

いまだに残っている分でございます。しかし、反面

私は赤平炭鉱立坑やぐらの維持存続についての意義

は十分に理解しているつもりでございます。国や道

による財政措置や確約されたクラウドファンディン

グでの資金担保、そして市民有志による浄財などで

の財源による立坑の改修や維持存続の事業内容とな

り、将来の市民生活に支障を来たさないことであれ

ば、取り組みへの理解はするところでございます。

最後に、立坑やぐら取得の契約締結に当たっての市

長の見解を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島美孝君） 今若山議員のほうから炭鉱

遺産構想と赤平炭鉱の立坑やぐらの取得についての

私の気持ちをお話しすれということでございます。

私は、炭鉱遺産に関しましては国のエネルギーを支

え、そして赤平を発展させてきた貴重な歴史、資源、

そういうものであって、既に子供たちも副読本や現

地の視察を初め、学校授業にも取り入れられており

まして、我々大人の時代で途絶えることなく、しっ

かり後世へ継承していくことが大切な使命であると

いうふうに考えております。また、道などとの連携

によりまして日本遺産を目指す取り組みも本格化し

てまいりますので、この貴重な資源の価値観がより

一層高まる可能性があって、そのことが教育体験旅

行や観光事業などにもつながっていく、そういう希

望を持っております。こうした歴史や価値観につき

まして、ぜひ元炭鉱に勤められていた方々を含めま

して、市民の皆様、子供たちにも炭鉱の歴史を誇り

としていただきたいというふうに願っているわけで

ございます。この考え方は、私だけではなく、まさ

に総合戦略会議で熱心に議論いただいた市民の皆様

の熱い思いだというふうに感じております。しかし、

決して一気に多額な財政負担となるような、そうい

う事業展開や市民に新たな大きな負担を強いるよう

な、そういうことは全く想定しておりません。その

ためにも基本構想を策定しまして、計画的に実行し

ていくことが大事なことでありますし、当然のこと

ながら全体予算の中で市民生活やまちづくりとのバ

ランスにもちろん配慮しつつ、財政健全化を維持し

続けることが重要であるというふうに考えておりま

す。こうした考えを念頭に置きながら炭鉱遺産に関

する契約締結を行って、財源の見直しを検討しなが

ら効果的に活用してまいりたいというふうに思って

おりますので、赤平市しごと・ひと・まち創生総合

戦略の軸となるオール赤平での取り組みを進めるた

めにぜひとも市民の皆様の、そして議会の議員の皆

様のご理解とご協力をいただきながら進めてまいり

たいというふうに思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 
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〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 私もこの項の質

問はこれで最後といたしますけれども、私自身もこ

の質疑には本当に複雑な思いで臨んでおります。住

友赤平炭鉱で働く我々の生活を長い間見守り続けて

きた立坑やぐらが閉山後22年を経て、ここに学術的、

産業的遺産として、将来の宝として生まれ変わろう

としております。存続することの意義や価値と費用

対効果を十分に検討していただきながらこの立坑や

ぐらを産炭地、赤平の象徴として末永く維持存続さ

れますことを心より念願して、私のこの項の質問を

終わります。 

 続きまして、大綱３、除雪費助成制度におけるき

め細やかな対応についてであります。除雪費助成制

度がつくられ、実施に移されてから早くも３年が経

過しましたが、スタート時は具体的内容が熟知され

ないこともあり、該当者も行政も戸惑いがあったこ

とではありますが、今では何とか利用がスムーズに

いくようになりました。しかし、疑問点も出てまい

りましたので、質問をいたしたいと思います。 

 まず、①、該当基準の改定についてであります。

現在夫婦で75歳以上の家庭は除雪費の該当者となり

得ますが、75歳以上１人プラス75歳未満１人の場合

は該当しないわけでございます。最近高齢化ととも

に75歳未満の人でも体調不良により除雪ができない

人がふえてきております。今後は、75歳未満であっ

ても該当させることが必要になってくるかと思いま

す。ただ、病弱者、健常者の判断については、病院

の医師や民生委員、町内会役員にも協力していただ

くことになるかとも思います。考え方があればお聞

かせいただきたいと思います。 

 また、共稼ぎ夫婦と老人同居の場合の難しい問題

も起きております。共稼ぎをしなければ生活できな

い低所得者に75歳以上、または未満のお年寄りが同

居しており、若い夫婦が除雪する暇がないとのこと

で、年寄りに除雪を押しつけてしまうケースも多々

あると聞いております。仕方なく少ない年金から年

間４万から６万円程度支払っているというケースの

相談も寄せられているところでございます。家庭の

事情によっては、民生委員なり町内会役員の判断も

踏まえて支給することも検討していただきたいと思

います。考え方があればお聞かせいただきたいと思

います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 高齢者世帯等除雪

費助成事業における該当基準の改定についてお答え

いたします。 

 この事業は、除雪に要した費用として支払った金

額の２分の１で２万円を上限として助成しており、

該当要件は幾つかありますが、その中の一つとして

満75歳以上の方のみの世帯という規定がございま

す。これまでも助成額の充実や助成対象年齢の引き

下げなどのご要望がございますが、除雪を請け負う

業者や個人で請け負っていただける方が不足してお

り、現状の該当基準でも制度を活用できない方もい

ることから、該当基準を拡大しても制度を利用でき

ない方がさらに多く発生することも懸念されており

ます。一方、所得水準につきましては、ただいまの

該当基準に考慮されていないことから、助成制度と

して本来のあり方についてもあわせて検討していか

なければならないものと考えております。以上のこ

とを踏まえ、現段階では非常に難しい状況ではござ

いますが、委託業者や個別支援員の確保もあわせて

本事業を委託しております赤平市社会福祉協議会と

検討していきたいと考えておりますので、ご理解を

いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 今の説明で理解するといた

します。社会福祉協議会と十分な協議をしていただ

き、よりよい除雪制度としていただきたいと思いま

す。社協のほうでもいろいろと打ち合わせすること

があるようでございますので、よろしく対応のほど

お願いいたします。 

 ②、生活保護費受給者への対応についてでありま

す。あえて聞きたいと思っております。毎月保護費

で生活せざるを得ない人たちがいるわけでございま
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すが、最低生活を余儀なくされている人からも12月

から３月までの間に除雪費用を４万から６万円支払

っているケースもあります。最大の弱者であります

この人たちに規則上ということで一円の助成金も当

たらないということはいかがなことでしょうか。生

活保護制度の中で支援できる方策がないのかどう

か、ここのところお尋ねいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 生活保護受給者へ

の対応についてお答えいたします。 

 生活保護制度では、最低限度の生活を保障するこ

と、自立の助長を図ることを目的としており、社会

生活を営む上で要保護者の年齢、世帯構成別に分け

られた保護基準が定められております。加えて、18

歳未満の児童を養育するひとり親家庭に対する母子

加算、児童養育加算、一定基準の身体に障がいがあ

る方に障がい者加算が認められ、冬季加算について

は昨年度から11月から３月までであった期間が10月

から４月までと期間が延長され、さらに家庭訪問等

により把握した世帯の生活実態等から傷病、障がい

等により常時在宅せざるを得ない場合であって、地

区別冬季加算によりがたいときには特別基準の設定

があったものとして加算できるものとされておりま

す。除雪費につきましては、豪雪地帯において本人、

または親族や地域の支援では日常生活に必要な通

路、避難路の確保のために必要な除排雪が困難な場

合に限り、冬季加算認定期間の特別基準が設定でき

ることとされております。保護受給世帯からの申し

出があった場合につきましては、近隣に親族がいる

場合の対応や除雪の範囲など、実際の運用上の明確

な基準など道とも協議しながら要件に基づき、個別

に支給の適否を検討した上で認定し、法の趣旨であ

る無差別平等に最低限度の生活を保障するという観

点から組織的に内部点検するなどして適正に実施し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

をお聞きいたしまして、特別加算、11月から３月、

これが10月から４月まで、こういうのもあったとい

うことでございます。新しい基準かなと思いますけ

れども、保護基準もこれは少しずつ変わってくるこ

とがありまして、私たちも気がつかない部分がござ

います。こういうこともまた厳しい基準、規則の中

から適切な事項を探し出して、少しでもより多くの

弱者救済に努めていただきたいと思います。特に今

の話の中で個別のいろんな条件のある、そういう障

がい者とかの方々もこの個別への対応ということで

救われますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、大綱４、超高齢化社会における対策に

ついてであります。①、孤独死と個人情報のかかわ

りについて。最近は孤独死が少しずつふえておりま

すが、さらなる関係者の見守り強化が必要となって

まいります。町内会や連合町内会でも孤独死対策や

痴呆患者の徘徊に対してご苦労されているわけでご

ざいますけれども、いろいろ問題点もございます。

まず、民生委員の情報開示に対する守秘義務と見守

りを重視する町内会役員とのはざまでトラブルを起

こすケースもあるわけでございますが、私はかつて

人間が死ぬことと個人情報の重要性とどちらが大切

かということをこの定例会で議論したことがござい

ますけれども、今は守秘義務との関係はどのように

改善されているのでしょうか。地域によっても連携

のあり方に温度差があるかに聞いております。個人

情報のあり方、地域連携のあり方について伺いたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 孤独死と個人情報

のかかわりについてお答えいたします。 

 町内会などの各団体から転入などにより町内に移

り住む者にかかわっていくためにも移動者の状況を

提供していただきたいとの要望が寄せられておりま

す。市といたしましては、やはり個人情報保護の観

点からも情報の取り扱いは慎重に行う必要があるこ

とから、その対応について苦慮している大きな課題

となっている事項であります。孤独死を防止するた
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めには常日ごろの近隣住民の見守り効果が大きいと

は思っていますが、現時点では本人の同意なしに情

報を開示することは不可能であると判断しておりま

す。行政だけではなく、日ごろからの各町内会や民

生委員、児童委員及びボランティア等の協力を得な

がら自主的な見守りをしていただく中で孤立死を避

けることにつなげていきたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 法律と見守り隊

との間にいろんな摩擦起きることもあるのですけれ

ども、こういうところに溝ができるだけ出ないよう

に、そんな協力、ご指導いただければと、こんなふ

うに思います。これ大事なことなので、よろしくお

願いいたします。 

 ②、公住などにおける清掃支援についてでありま

す。最近はさらなる高齢化により個人住宅やアパー

トなどの高い窓ガラス拭き等の作業が危険とのこと

でできなくなってきておりまして、公的な形で作業

を支援してほしい、このような要望が多く寄せられ

るようになってきました。特に公住では、アパート

の階段の踊り場などが多いわけでございますけれど

も、日常的に作業をしてくれる人が必要とのことで

あります。私も市内に点在する各所の公営アパート

等を点検してみましたが、天井のクモの巣や階段の

汚れなどが目につくところも多く、高齢化が進み、

かつてのように町内会での一斉清掃活動等が停滞し

ているところも出てきていることなども起因してい

るようでございます。空戸等においても空き部屋を

紹介されても階段の状況を見た段階で断るケースも

結構あるやに聞いておりますが、清掃状況において

は民間の貸し住宅ではあり得ないことだと思いま

す。中には階段を丁寧に水拭きしているところもあ

るなど、住民の清掃に対する心意気が感じられる箇

所も見受けられました。本当にすばらしいことだと

思っております。福祉的な問題と建築課住宅係であ

りましょうが、これにまたがる内容ではございます

けれども、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 公住などにおける

清掃支援についてお答えいたします。 

 高齢化により自宅の清掃ができなくなってきたと

のお話を伺うことがございます。介護認定を受けて

いる高齢者であれば、家族などの支援を受けられな

い場合には自宅の一般的な清掃にはヘルパー派遣に

より支援を受けられますが、あくまでも市内の清掃

のみが対象となり、住宅の窓ガラスや共用スペース

の清掃業務は支援の対象外となってございます。自

宅の窓ガラスや共用スペースの清掃などについて相

談があった場合には、まず家族の支援が受けられな

いかどうかを相談し、支援が不可能な場合には、自

費とはなりますが、対応する業者がありますので、

それらを活用していただくよう事業所の問い合わせ

先などを紹介しております。今後につきましてもそ

のような対応をしていくこととなりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で理解はするところでございますけれども、ただい

まの高齢者対策への予備的な質問というふうに私は

思っております。この問題については、これからま

だいろんな形で高齢者の問題、課題が出てきますの

で、そういう意味での予備的な質問というふうに私

も思っております。高齢者は、ますます年々本当に

ふえてきております。私を含めてでございますので、

本当に身近な存在に感じております。また、それを

助ける人が全く不足している。先ほどの答弁にござ

いましたけれども、そういうことへの対策を今から

どうやって、人がいないのに、どうしようもないと

いうのも本当にそうなのですけれども、ここの部分

をしっかり今から検討しておいていただきたいな

と、こんなふうにお願いするところでございます。 

 以上をもちまして、私の質問全てが終わりました。

ご答弁どうもありがとうございました。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は
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全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ２時２７分 散 会） 
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